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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　5月のアンガージュマンの予定 y
ngagement
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　桜が満開の頃、久しぶりに東京国立博物館へ行ってきました。期間限定で庭も開放されており、桜なぞも見られる
ので、中々オススメのスポットです。上野公園よりもゆっくりとすることが出来るのですよ。１０年ほど前には、南
方熊楠が大英博物館に通いつめた如く通ってたことがあるのですが(誇張が過ぎる)、展示物を見るだけでない楽しみ
方があるような気がします。そんな私ならではの文化レベル知的レベルの低い話をしてみましょう。
　まず第一に冒頭にもあるように春と秋の一時期は庭が開放されるので、庭を見ながらボンヤリすること。本館前の
池の前で行き交う人を眺めながらボンヤリするのもオススメです（ただし夏以外）。
　次に、文化水準の高い昼寝をするなら本館のどこかの椅子に腰掛けるのがオススメです。特に展示室の中は静かだ
し、何よりも空調が日本一絶妙に調節されているのです。気持ちよく眠れないはずはない！注意すべきは平成館にて
特別展を行なう期間中は本館にも人も多いのでやや騒々しいかもしれません。最近は不況ということでお金をかけず
に休日を楽しむらしく、美術館や博物館を訪れる人が増えているそうで昼寝を楽しむ環境ではなくなりつつあるかも
しれません。私なぞは不況の前から来ていたというのに…。常に不況にある人の生活は変わらないのです！
　最後に、展示物を見ない、という楽しみ方はいかがでしょう。そもそも建物自体が展示物です。ディテールまで凝
って作られているわけです。本館や表慶館は展示物を見ないでも一日過ごせます。特に本館の玄関から二階に至るホ
ールは大好きです。いつも行くたびに階段の手すりをペタペタ触りながら上り下りをしています。たしかコンサート
なども開かれたりするんではなかったかしら。ちょっと最初と最後はレベル低くもない話になってしまいました。
　アンガージュマンでも美術館・博物館巡りをしようかな、と思います。あなたのオススメを教えて下さいね♪
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　また編集後記を残されたので、私が
書くことにします。今回の誌面はイシ
イちゃんが行ないました。雰囲気が私
と異なるのでお気づきの方もいらっし
ゃることでしょうね。
　私の場合は隙間なく活字で埋めよう
とするけれど、彼女はわりとスッキリ
と配置します。どちらも悪くないと自
讃してみます。皆様はいかがですか？
　　　　　　　　　　　　　　シマダ

リエゾン団　山形物産宅配

　今年の１月ごろから話し合いは本
格的となりました。書店経営の難し
さ…。街場の小さな書店の経営難は
本法人｢はるかぜ書店｣も同じこと。
就労支援店舗という側面があるので、
研修生の利用とお客様の理解で何と
か４年続けられましたが、このまま
では…トホホ…。厳しく寂しいが、
事実を受け止めながら！　｢書店を
やりたい｣が持論の石井店長。スタ
ッフ一同も文句はない。問題は続け
られる営業利益？　｢書籍販売は赤
字ではない。しかし人件費と管理費
を入れたら赤字｣　エッ！　それっ
て経営赤字ジャン。｢書店を残して、
書店以外の機能を持たせよう｣｢居酒
屋｣｢喫茶軽食｣･･･いろいろ出ました。

　｢法人の性格からいえば、社会貢
献型かな｣ということで地域貢献型
の交流(コミュニティ)スペース。
｢ボックスを提供して売りたい人に
貸そう｣｢会議や講座の交流スペース

を貸そう｣｢コーヒーぐらいは提供し
よう」と言うことで、大枠改装が決
定！　しかしスタッフにはかなりの
こだわりが、ある！！　｢書店は左
奥が良い｣｢調理場は食べ物が出せる
ように｣｢レンタルボックスは無機質
ではだめ｣｢バックヤードは残す｣な
ど、まだまだ課題は満載。会議と意
見交換は延々と続く・・・。
　｢とにかく、やりながら決めてい
こう｣｢色々見に行って具体的に考え
よう｣｢予算もあるし｣等など。�
�

　
　果たして3月下旬から始まった書
店改装。奥の厨房を中心に第一弾。
3月下旬から本屋の二分割が第二弾。

�スタッフ皆の思いを寄せ集めなが
ら、でも一人の思いだけでは決定で
きない。喧々諤々の交渉と妥協の
日々に、建築士(ビッグフィールド)
も戸惑いを。いいことです、一つの
ことにスタッフが思いをぶつけあう
ことは。
　

　｢コーヒーはこだわりましょう。
焙煎したてのものを｣｢コーヒー茶碗
は白で。それとも、レトロで色々混
ぜて｣｢テーブルは置きたくない。で
も交流が出来ないよ｣｢食べ物は当面
なしで、持ち込みも禁止で｣｢レンタ
ルボックスで預かる商品管理はきっ
ちりと｣｢スタッフと研修生の配置
は？　その前に練習だ｣｢滝田さんが
みんな決めちゃうんですか｣｢皆の意
見を入れて、互いに妥協だよ｣てな
具合です。�
�さて、５月８日(土）からとりあ
えずの開店です。正式の開店セレモ
ニーは６月１９日(土）ご期待を！
　　　　　　　　　　　　(滝田衛)

就労支援店舗の現実・・・

発展的に改装を！
それぞれの思い

いよいよ新装開店に向けて

会員申込・更新のお願い

2010年度
　　会員申込・更新をお願い致します。

年会費　５０００円(一口)

下記の口座までお振込下さい。

　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

皆様の会費は、子どもたち・若者たちのため、

当法人の運営に使わせて頂きます。

ご寄付も同時にお待ちしております。

ご 寄 付 下 さ い 。 差 し 上 げ ま す 。
以下のものを必要としています。 使ってくださる方に

アンガージュマンで
    使用していた物です｡

ご協力お願いします。
お知り合いにもお尋ね下さい！

・精米機 (業務用)
・ホワイトボード (大)
・書き損じハガキ

・全自動洗濯機
・冷蔵庫　２ドア

※

※

通常総会のお知らせ

来たる6月19日(土)に2010年度
通常総会を行ないます。
追って出欠のご案内を送付い
たします。皆様の出席をお待
ちしております。

リエゾン団の�
定例ミーティングが
変更になりました。
詳しい日程は
担当スタッフまで。

12日に、アンガージュマンの活動に
参加するボランティアのミーティングを
開催します。
それぞれのかかわり方について
ざっくばらんに話しましょう。
ぜひご参加を!

神奈川県
不登校相談会

於：横須賀市
　　総合福祉会館

pm 1:00～



　４月11日、保護者会と自助グループ活動は盛況（？）でした。結果30人を超える集まりが出来まし
た。人数ではないのですが、でも人が集まるとある意味…安心です。｢皆さんの声が聞けてホットしま
した｣(Sさん)、｢一人でいると悩みますが、皆さんに会えると元気が出ます｣(Kさん)�
�
　　　　　　　　　相談会を４月初めの２日間やりました。昨年からの利用者を含めて21人の方々と
　　　　　　　　滝田・島田・山川が相談を受けました。4月22日まで47人の方々と話しています。
　　　　　　　　日常的にはフリースペース・キックオフ・ネクストの子どもや若者とも話していま
すので100人近いと思います。スタッフの伊藤・石井・三浦・石川も日頃関わっているので、数えられ
ない数の相談とアドバイスになるとの…実感です。　　　　　　　
　キックオフで時々休んでいたCさん。両親には説明できず困っていました。でも時間をおいて復活し
ますが…悩ましい限り。ある時、ヒョンなことで親の知るところとなってしまいました。そこで本人
もスタッフを入れて両親と一緒に面談することを決めました。果たしてCさんの真面目さを再確認でき
たことは言うまでもありません。何よりご両親が素敵でした。『つい、働いて！　なんて要求してし
まうので、本人を追い詰めていたんでしょう』と。Cさんも目から鱗(ｳﾛｺ)状態！　もちろんスタッフ
も…。改めて、子どもと親の思いや気持ちが、互いに過剰に行き違っていることを知りました。そし
て、お互いが思いやっているのに、中々伝わらないことも実感しました。その後Cさんは、溌剌とした
顔で書店や孫の手事業もやっています。親と子どもが近づくために、互いに相談し合うことも大切と
実感した出来事でした。(滝田衛）

�・５月８日（土）（はるかぜ書店の新装オープン日です！）下記の通り、体験授業を計画いたし
ました。（別紙ご案内）
�お友達へのお声がけをしていただきたく、お願い致します。
�
　・５月２１日（金）講師研修会を実施します。
�前年度、文部科学省委託事業として、”発達障害をかかえる子どもたちへの教授法研究“に取り
組みましたが、そのご報告と、さらに多くの講師の方々のお知恵をいただき、より良い授業の実現
をめざしていきたいと願っています。
�
�・保護者の方々には、既にお知らせしてありますが、本年度より授業報告は年３回となります。
�
�スペースシャトルは無事帰還しましたが、火山噴火のため飛行機は飛ばすことができません。科
学進歩の目ざましい発展も、自然現象を前にしては、なすすべもなく、自然に逆らわす、時を待つ
のも、一つの方法ではないかと感じます。ネクストにも、体調コントロールに苦慮している生徒さ
んもいますが、こんな時は無理せずゆっくり進みましょう。
�さて若葉の季節、五月晴れに期待！　

　就労支援キックオフでは、4月より、更なる研修機能の充実を目指します。
「はるかぜ講座」では、”働くこと”に必要な生活習慣などを確認したり、
仕事の基本「挨拶」や「身だしなみ」を基本から見直します。また、書店業
界独自の流通についても学びます。
�また、はるかぜ書店での研修の他に、地域のお手伝い「まごの手」で荷物
の運搬や草取りなどの軽作業にも携わり、体を動かして働くことも体験しま
す。
�さらに、アンガージュマンで開催している講座への参加も促してゆきます。
ここでは「ラッピング」「ワークtoday」「アクセサリ製作」と仕事に生かさ
れる物はもちろんですが、「ヨガ」「乗馬」「昼食作り」「囲碁」などを通
して、様々なジャンルの講師とふれあい、興味の幅を広げ、様々なことに挑
戦する気持ちを養っていただけたらと考えています。
�はるかぜ書店・山形物産宅配・まごの手などの利用を通じて、就労支援を
ご支援下さいますよう、お願い致します。　

リエゾン団は今月より新たに、配達エリアを拡大。
従来のエリア横須賀を飛び出して、なんと！　逗子
＆葉山へ・・・。
�そして、農業体験でお世話になっている長井のマ
リーゴールドの会より野菜を分けて頂き、山形との
コラボパックになりました。長井の野菜も言うまで
も無く、美味いです。ぜひ、野菜等を買って頂きつ
つ、近所の方に宣伝を宜しくお願いいたします。合
言葉は「野菜を買って、若者をサポート」です！！
　　　　　　　　　　　　　　　　

　ネクストで数学を担当しています。人の名前を覚えるのが苦手で、学校の先生には向いてないと
思っていました。しかし、マンツーマンなら、と始めた訳です。そして、５年程の間に間に３０余
名の生徒さんに出逢いました。名前を覚えるのが苦手な私も毎週１対１で向き合うと、覚えるもの
です。名前も、声も、笑顔も・・・
�趣味はフルートとブリッジです。指と頭を動かして老化防止に勤めています。
�これから宜しくお願いします。　（福田邦子）

４月は思い違いの時？？？　生きている・生きていく

新たな合言葉！！　皆さんも覚えてくださいね！

５月のお知らせです。

数学の専任講師が加わりました！

☆就労支援は体験を通じて☆
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　フリースペースの担当に復帰しました。島田です。４月から
は心機一転！気合を入れてフリースペースを運営いたします！
さて、そんな私の思いを反映してゆったりしています。例年、
この時期は人の出入りがあって、来る人が少なくなります。一
年間の中で最もゆっくりのんびり出来る時期かもしれません。
ちょっと見学ついでにバリスタ見習いの淹れる「コーヒー」な
　　　　　ど飲みに来てはいかがでしょうか？　

　８月６～８日(予定)に、利用者・保護者･支援者を
対象とした「山形体感ツアー」を予定しています。日
頃山形物産市で販売している、美味しい農作物の生産
者の皆さんとのふれあいや山形の自然を満喫していた
だけるよう、只今企画しております。詳しい内容につ
いては、通信６月号にてお知らせいたします。

予告 山形体感ツアーに行こう！

はるかぜ書店の
　　　売れ筋です。

皆さん真剣に聞いていますね。 ボランティアの方と一緒に昼食作り ステキな指輪が出来ました☆

←←← 4月のお任せパックも盛りだくさんでした！ 配送準備完了です。

コーヒーの香り漂うフリースペース♪




