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アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

2010年　4月のアンガージュマンの予定 y
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　和装はいいですよ！と以前たはごとを書いたように思います。しかしながら、こだわりの無いのが私のこだわり。
洋装もいいですね。普段は洋服を着ることが多いのでいいかどうかはわかりませんが、洋装に合った生活習慣になっ
ていますから、いいも悪いもありません。一年間頑張ったご褒美としてスーツでも仕立てようと突然思い立ちました。
　もともと中身は無いので服で勝負しなくては、と思っています。そこで、どうせあまり着ないスーツならば一つ奮
発して上等なものを作ってやろうと考えています。あまり着る機会も少ないので一生着られればいいし…。スーツを
仕立てるならば信濃屋、と心に決めていたので勇気を振り絞って入ってみました。さすが接客のプロは私のようない
かにも金の無さそうな一見さんみたいな若輩者にもきっちりと接してくれます。ウン十万円のスーツの着心地のよい
ことといったらありません。とても理にかなった解説にはうなずくばかり。すっかり春夏物を仕立ててやろうという
気になってしまいました。私のスーツ姿を見たときには一声おかけ下さい。自慢話が始まることでしょう。
　さて、ここまで二ヶ月に亘って鼻持ちならない話題を取り上げてみましたが！先月もお伝えしたとおり、商店街で
買い物をすることによって景気がよくなるかもしれません。また、それが書店を継続的に運営することにつながるの
ではないか、と思います。今年度は「本を買って若者をサポート！」とくりごとのように言い続けます。

会員更新のお知らせ
２０１０年度会員の更新の時期になりまし

た。お手数をおかけいたしますが、お振込

をお願いします。皆さんからいただいた会

費は子どもたち、若者たちのサポートのた

め、団体の運営に使われます。

５０００円(一口)、下記の口座まで。

　三浦藤沢信用金庫　上町支店

　　普通　　　０１４２１２２

　特定非営利活動法人

　アンガージュマン・よこすか

ご寄付も同時にお待ちしております。

横須賀市のげんきファンドもよろしくお願

いいたします。

　去る3月27日（土）14時30分から、
１５名（事前申込は４名）の参加
者を集め、横須賀市文化会館第１
会議室で第８回就労支援ネット
ワークフォーラムを開催しました。
今回のフォーラムの趣旨は、2006
年５月より運営されているはるか
ぜ書店（以下：書店）の存在意義
を問い、運営の在り方を参加者と
ともに考えることです。
　島田事務局長から書店の概要説
明の後、トークセッション、質疑
応答が行われました。トークセッ
ションでは、書店開設準備から助
言をいただき、現在は理事である
為崎氏（中小企業診断士）の司会
のもと、書店スタッフの石川、三
浦両名を中心に、滝田理事長、島
田事務局長、県の４課（県民部青
少年課、商工労働部産業活性課、
同部商業観光流通課、同部雇用労
政課）職員から情報提供がありま
した。書店スタッフ両名の自己紹
介と現在携わっている業務内容の
紹介を皮切りに、書店開設の背景
と経緯（※）、運営体制、法人の
なかでの書店の位置づけ、ひきこ

もりの若者たちの就労体験・研修
の場所としてのメリット、商店街
との関係性、一般の書店経営と業
界の状況、書店経営と就労支援店
舗としての両立の困難さ、県の書
店に寄せる期待、かながわボラン
タリー活動推進基金２１協働事業
負担金終了後の書店経営、さらに
現在進行中の店舗改装による多目
的スペースの活用方法など、書店
を取り巻く環境と現状把握を行い
ました。

　質疑応答では、事業負担金の期
限が来年度（2006年から５年間）
で打ち切りになる事への懸念、新
たな支援策の有無やその検討の余
地がないのかという問いかけ、

「ネットでの書籍購入が可能なこ
と」「会員特典（税抜価格）があ
ることを知らなかった」「あくま
でも書店は就労支援の場で経営困
難な実態は知らなかった」という
声や「経営努力が必要」「PRが足
りない」との指摘、「今後書籍を
購入する際ははるかぜ書店で買
う」「できる範囲で協力したい」
「温かみを感じる」「なくなって
は困る大事な場所」という意見を
いただいた。
　最後に、為崎氏ははるかぜ書店
の価値にふれ、焦らず、急がず、
研修生各自のペースで行え、居場
所が境目なく存在することをあげ、
この場の重要性を示し締めくくり
ました。
　今回、「初めて聞くことが多
かった」との多数の感想を受け、
情報の伝え方や発信方法などにつ
いて再考し、書店の価値を示し、
はるかぜファンの輪を広げていき
たいと思います。

※　前理事長が、隣町で閉店になる書店を
引き受けることを提案。書籍単価が決まっ
ていて素人でも商売にかかわることが容易

というのが理由　　　　(石川隆博)

はるかぜ書店にみなさんの力を
　書籍購入が支える就労支援

※は閉室の印ですが
事業により行います

amは10:30～
pmは 1:30～

カレンダーの見方

　女子限定の会　girl's talk roomでしたが…
　２月は参加者が少なかったこともあり、男性ス
タッフも加わって、おしゃべりしました。
　紅茶を入れて、手作りブラウニーを食べつつ、
お互いの住んでいるところの話や、横須賀ってど
んなイメージの街？　なんて話に。スタッフが盛り
上がりすぎたかも…と、ちょっと反省。
　３月はもうちょっと、まったり過ごしたいな～☆　

腕立て・腹筋・背筋、スクワット！！
さあ、キミもレッツ筋トレ！
ということで、フリースペースの予定に筋トレ
が加わりましたよ。
ハードに鍛えたい人も、ソフトに体力づくりも、
もちろん女子も歓迎です！

筋肉…それは男の勲章！！！

参加者とともに考える

はるかぜ書店への思い

学習サポート

はるかぜ書店を考える　その１　
－ひきこもりの若者たちの
　就労支援を再考する－３/２７
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am 英会話

am アクセサリ

pm 乗馬講座

2:30 自助グループ
　　ウィル･未来
　　･ＤＡＤ 

1:00 親の会

pm ワークtoday
　（笠井さんの
　　　話を聞こう）
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am 英会話
pm ヨガ(予定)

2010年  4月のアンガージュマンの予定

ヨコスカ濃いめdeリエゾン団

ミーティングは毎週月・水・金曜日　pm１：３０～

興味のある方はぜひご参加下さい。

また、リエゾン団の配達(３月２１～２３日)を

お手伝い頂ける方はお声掛け下さい。

(要普通免許）宜しくお願い致します。

girl's　talk　room　またやります。
２月１２日(金)から始まる女性限定の新企画
『ガールズトークルーム(仮称)』場所は、はるかぜ書店の２階。
みんなでお茶を飲んだり、おしゃべりしたり。
途中で来るのも帰るのもOK！
自分のペースでのんびり過ごせる場所にしたいと考えています。
気軽にいらしてくださいね！

今月の予定
１，２日　相談会
１１日　　山形物産市
１１日　　親の会
　　　　　自助グループ

am Yukoと英会話

　今回は久々にシマダが編集をしました。
本当に久しぶりなので、あまりにも忘れ
ていることが多く、スムーズに出来ませ
んでした。ただでさえ仕事が遅いので、
二日間も徹夜をしてしまい…。かえって
効率が悪かったかも。
　そんなわけで、どうぞお手伝いをして
下さる方、大募集です。
　ご遠慮なく声をおかけくださいね。
記事も同時募集しま～す♪

pm 乗馬講座

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

am Yukoと英会話

相談会を開催します
１日、２日(1:00～3:00)にアンガージュマ
ンの見学会、相談会を行ないます。
フリースペースは利用者がいないのでゆ
っくり出来ます。どうぞお越し下さい。
また、いつでもどうぞ。



１年間の研修を終えて１年間の研修を終えて
　昨年の４月から研修させていただき、はや１年
が過ぎました。仕事としては、フリースペース、
相談業務、学習支援、が主なものでした。最初の
ころは、学校と違い、自由な空間なので、逆に何
をしていいのかが分からず、疲れてしまいました。
いつも、話しを聞くより話す側にいたので、一人
一人の子ども達と何気ない会話をするのは、とて
も気を遣いました。私が担当した、フリースペー
スは中学生が中心でしたが、そこには、実に様々
な人々が行き来していました。自ずと色々な人々
の交流の場になり、自分自身を否定し続けてきた
若者が「自分はありのままでいいんだ」と受け入
れていくことが大切であると感じました。また、
月１回開かれる「親の会」も悩みを抱えている親
同士の励ましの場として、大切であると思いまし

た。私にとっては、「こうあるべきた゜」という
固い考えがいつもあった中で、生徒の心に寄り添
うという発想はとても新鮮でした。実際、学校現
場ではもちろん、指導していくという場面が多く
はなりますが、常に生徒の目線も大切にしていき
たいと思います。さて、これから学校現場に戻る
わけですが、私にできることは何かと考えると、
おそらく一人の生徒を一人で抱え込まずに学校内
はもちろん、他の機関と連携をしていくことの大
切さを浸透させていくことなのかと思います。そ
して、なによりもこの一年で新たに出会えた方々
との交流を是非、続けていきたいと思っています。
１年間本当にありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　(大崎里恵子)

　１月から横須賀商工会議所の主催する講座に出席しています。
短期の講座だったため、３月で終了したのですが、毎回かなり
頭を使い、絞られました。アンガージュマンがなぜこのような
講座に呼ばれるのか、一商店として認められている部分もあり
ますが、一番の理由は商店街という組織がＮＰＯであり、ＮＰ
Ｏの発想が求められている、ということでしょう。商店街の組
織はどこも高齢化が進み、次世代が中々関わっていません。こ
れでは衰退するばかりです。そこに、どのような新風を吹き込
むことが出来るのか、再生はあるのか、今後も講座は継続する
ことが決まったので、考えていきたいと思います。
　商店街を盛り上げることはすなわち、アンガージュマンにと
っても若者たちの働く場を作り出すことにもなります。皆様も
ぜひ、上町だけでなく「商店街」に目を向けて欲しいと思いま
す。それが若者を育てることにも繋がるのです。　(島田徳隆)

　今月のリエゾン団は・・・。なんと二人もボランティアで配
送の手伝いをしてもいいよと言う方が出てきまして
　今までのような配送の運転手が一人の時とは違い、効率よく
お客様の元へとうかがう事が出来ましたよ。この二人に感謝で
す。ですが・・・。一方で、リエゾン団員はと言いますと、慣
れてきたのか・・・それとも気が抜けているのか・・・
　ミスが目立つようになってきました。今月は発注をメールの
みで行なったところ、発注出来ていないとか、発注品目に抜け
ているものもありました。配送前の梱包でも単品注文の数を間
違えたりと・・・。今回色々出たミスを、来月には改善できた
らと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　(石川藍)

３月のリエゾン団３月のリエゾン団

　去る３月２３日に横須賀市総合福祉会館にて～文
科省委託事業「発達障害の学習支援」・長期研修教
員の振り返り～を行ないました。
　２００９年度の１年間に学習サポート・ネクスト
の講師が中心となり、発達障害の子どもたちのため
の学習指導計画や教材研究を行ないました。個別に
寄り添うための方法論はいくらでもあるだろうと思
いますが、ネクストならではのものが仕上がりまし
た。三精会汐入メンタルクリニックの阿瀬川聡美さ
んに監督していただき、この日もお話いただきまし
た。発達障害に苦戦する子どもたちへの理解を進め、
周りの大人たちはサポートに務めることを再確認し
た会になりました。また、英語講師の池田さんと沢
木さんに登壇してもらい、「現在進行形」の単元を
簡単に説明いたしました。最も重要なのは方法では
なくあくまでも一人一人へ寄り添うことが出来るか、
ネクストの講師陣は日々悩み苦しみながら授業に取

り組んでいます。今回の成果はアンガージュマンの
オリジナルの方法、教材になりますが、ご参考いた
だけると幸いです。
　後段は大崎さんの報告会。一年間学校現場を離れ
てアンガージュマンでどのような研修・体験をされ
たのか、そして今後戻ったときに以前とどう変わっ
たのか変わらないのか、ざっくばらんにお話しまし
た。ＮＰＯへのエールを熱く語り、学校の生徒一人
一人との関わりについても再確認しました。主にフ
リースペースにいたのですが、システマティックで
ない場での仕事には随分苦労した、とのこと。しか
し、だからこそアンガージュマンの事業に対しても
ご理解いただいたのではないでしょうか。
　アンガージュマンを離れても関わり合うことを誓
い、学校や教師自らが抱え込まないで連携を模索し
ていく、ということをお話し、独演会を終了しまし
た。一年間、お疲れ様でした。　　　　(島田徳隆)

　３月４日(木）夕方６時過ぎ、ＮＨＫ首都圏ネッ
トワークで本法人のＩさんが取り上げられた。
　１月下旬から続いた取材撮影の日々。番組が完成
されたと思った矢先、冬季オリンピック。1か月先
送りとなった。
　放送当日、記者から案内が来た。(遅いよ）放送
直前までアナウンス原稿の問い合わせが続いた。
天下のＮＨＫの実態を見た思いである。本法人と同
じように押せ押せの日々と・・・。
　果たしてその内容は？　番組は８分弱であったが、
Ｉさんの書店での仕事ぶりや、ここまでの悩む日々
の過程と現在の思いが、Ｉさんの率直な言葉を大切
にひろい描いていた。さすがプロの作品、取材を重
ねた成果であろう。
　放送翌日から、問い合わせが続いた。東京や千
葉・埼玉・横浜・藤沢他。そして地元横須賀からも。

　知人が「滝田さん、服装ちゃんとして下さいよ」
と言えば、吉田雄人市長も「滝田さん、カメラ目線
でしたよ」と法人を訪ねて揶揄された・・・（泣
き）　もうＴＶには出んぞ！　果たしてＩさんは、
きっと苦悩の日々と。
　自分史、不登校とひきこもりの自分を語ることの
Ｉさんの心中は、きっと清水の舞台から飛び降りる
思いではないだろうか。しかし、ひるがえって思う
に、自分の人生に区切りをつける良い機会であった
のではないだろうかとも思った。人ごと故と思われ
るかもしれないが、自分を語ることは必要なことで
ある。そして、この反響。引きこもりに悩む若者が
「はるかぜ書店で研修したい」と来てしまうのだか
ら。人の生き方から人は学ぶ、当然の道理であろう。
　Ｉさんが取材に応じてくれたことは、多くの悩ん
でいる人の力になった。同時にＩさん自身はエネル
ギーを吸い取られ、悩みの日々の自分に出会うのも
事実であろう。お疲れ様Ｉさん、綺麗でしたよ。
（滝田衛）

Ｉさんきれいでしたよ
（Ｆ市議会議員）　ＮＨＫ放送顛末記
Ｉさんきれいでしたよ
（Ｆ市議会議員）　ＮＨＫ放送顛末記

家庭と学校 ＮＰＯに出来ること家庭と学校 ＮＰＯに出来ること 報告研修会　３／２３報告研修会　３／２３

商店街次世代リーダー養成講座商店街次世代リーダー養成講座
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オープン戦を観戦(横浜スタジアム)山形物産市でのリエゾン団




