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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 6月のアンガージュマンの予定 y
ngagement
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　どこで遊んでるんですか？と聞かれたので、最近は逗子・葉山です、と答えた。それほど遊んでいないし遊びに長
けているわけでもないのだが、逗子や葉山、鎌倉辺りの雰囲気は好きだ。のんびりした空気感が漂っているような気
がするからだ。生来のんびりした性格なので、あまりスピード感溢れることにはついていくのが難しいと感じている。
ＮＰＯなどという業界にいると、実に優秀で頭の回転も立ち回りも早い人が多く、羨ましい。いくら頑張っても到底
太刀打ち出来ない。のんびりしながらも出来ることを着実にやっていこう、と行動は伴わなくても肝に銘じている。
　温泉好きを自称していてここのところ温泉に入っていないので、ゴールデンウィークを利用して行って来たのが…
エノスパ！江の島にある温泉である。近場だが…。しかし、ゆっくりするのには最適だ。幸いＧＷ終盤に行ったせい
か、かなり空いていた。お湯は塩化物泉といって塩の効いた湯だ。つまり海水ということだと思う。これがまた温ま
るのだ。大規模な湯なので源泉にこだわる向きには物足りないだろうが、ちょこっと温まるには十分だ。散歩がてら
江ノ電に揺られて心地よい春の潮風にあたりながら帰ってくると、ちょっとした旅気分である。夜になると江の島も
鎌倉あたりも軽く一杯飲めるところがないのは淋しいが、健康的に温泉を楽しむには上出来。あまりきつい湯ではな
いし、道程も同様。もう少し料金が…（以下略）。
　相模湾に沈む夕日と富士山を見ながら温泉というのは中々乙であるはず。今回は夜だったので楽しめなかったが、
いつか挑戦したい。このシチュエーションならば、横須賀の西海岸でも可能かも。大楠温泉もなくなってしまった今、
立ち寄り湯があったらいいなぁ、と思ったこの頃である。

※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

学習サポート

　長井有機農法研究会
の鈴木さんよりお借り
した畑に、とうもろこ
しの植え付けをしまし
た。７月頃の収穫を目
指して、これから皆で
手入れをしていきます。

とうもろこし畑

季節と時空をこえて
初夏の空の下

若者の苦闘の日々 変わりゆく時の中で
新たな季節を目指して
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am 農業体験(長井)

am 農業体験(長井)
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pm ラッピング講座

pm ボウリング pm てくてく散歩

pm 散歩へ行こう

pm 散歩♪
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pm 筋トレ部

11:00 ヨガ

11:00 ヨガ

pm ラッピング講座

2:00  GO！GO！囲碁

2:00  GO！GO！囲碁

2:00  GO！GO！囲碁

2:00 ボランティア
　　　　　　集合！

pm ジャグリング

pm GO！GO！囲碁

10:00～4:00　
　映像
　　ワークショップ

ネクスト
1:00～4:00

体験授業
中３テスト
　　　対策授業

ハートフル
　　　フォーラム
3:30～
於：横須賀市
　　総合福祉会館　

ネクスト
　学習相談会
1:00～2:30
於：横須賀市
　　総合福祉会館　

12:00 昼食会(300円)am アクセサリ

会議の為
フリースペースは
3:30に閉室です。

pm 乗馬講座

1:00 親の会
2:30 自助グループ
　　ウィル･未来
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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 6月のアンガージュマンの予定

am Yukoと英会話

pm 乗馬講座

山形物産市
　　  (文化会館)

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

am Yukoと
    英会話

　写真は、山形物産市の様
子です。５月はボランティ
アの方も参加して、賑やか
でした。今月末～来月初め
には山形からサクランボも
やって来る予定！　楽しみ
です♪♪　リエゾン団員や
研修生と一緒に、販売(試
食も･･･♪)がんばります。
　　　　　　　　(イシイ)

ボランティアミーティングへのお誘い

　いよいよ、７月１６日（金）より第６回灯ろう夜市が開催さ
れます。今月より２５日まで、灯ろうに貼る絵や文字などを募
集します。皆さんお気軽にご応募下さい。はるかぜ書店で受け
付けますので、お問い合わせもお待ちしています。研修生も対
応いたします。ちょっとしたことでもお声掛けいただくと、研
修になりますので、よろしくお願いいたします。また、段ボー
ル灯ろうを作り始めますので、作成のお手伝いも募集します。
　伊藤・島田が責任を持ってお教えしますので、ご心配なく。
慣れてしまえば簡単に出来上がります。研修生を含む、皆さん
と力を合わせて作り上げたいと思います。　　　　しまだ

　先月より、アンガージュマンにボランティアとして関わって
くださる皆さんのミーティングを始めました。こんな事を手伝
いたい！　こんな目的で関わりたい。こんなことをしてみたい
んだけど･･･。ボランティアの皆さんを中心に、スタッフも交
えて、語り合いましょう！　もちろん、何か始めてみたい･･･。
何ができるかしら？　という方も大歓迎。一緒に考えてみませ
んか？　皆さんに、それぞれのチカラや個性を発揮していただ
くことが、アンガージュマンの充実につながります。少しでも
興味をもたれた方は、ぜひご参加下さい。今月のミーティング
は１６日(水)の２時からです。お待ちしています!

リエゾン団　山形物産宅配

　

　好天に恵まれた５月の連休、久し
ぶりに横浜スタジアムへ出かけた、
一人で。思いの外興奮した。中学３
年、追浜球場(現横須賀スタジアム)
で秋山投手(大洋ホエールズ投手)と
握手した。市少年野球大会ベスト８
で敗れたが、一夏の爽やかな思い出
がよみがえる。時空をこえて。

　

　仕事を始めた若者がいた。外から
見ている限り働く様子は悪くない。
彼曰く「家に帰るとあれもこれもダ

メと後悔の日々です」と。３日も働
けば、精神的にも体力的にもきつく
なり、休まざるをえない。　
「何で僕ってダメなんでしょうか」
と怒りにも似た感情をぶつける。し
ばらく音信不通となる。数日後「大
丈夫です、ご迷惑かけました」と姿
を現す。「何度この繰り返しをした
ら終わるんでしょうか、もう働きま
せん」と彼は言う。季節をこえて。

　

　

　法人の事業として書店経営を始め、
研修の場として５年目を迎えた。何
人の若者が通り過ぎて行ったのだろ

うか。今も８人の若者がいるのだ。
経営も顧客サービスも研修もピンチ
の連続？と言えるが、よくも苦難を
乗り越えて４年終えてきた万々歳と
も言える。

明けない夜はなく止まない雨もな
い。人は季節と時空を確実にこえて
いくのだから。

　

　来たる６月１９日(土)午後２時、
“ハルカフェ”を書店の一部に正式
に開店します。この先の季節と時空
をこえていく営みが始まります。
　人と人とを結ぶレンタルスペース、
物と物が交流するレンタルボックス、
オチャを飲みながら地域交流と商店
街の活性化を願う新たな展開です。
吉田雄人横須賀市長さんや森昭商店
街理事長さんにもご臨席をお願いし
ています。
　会員と支援者・理解者のご出席を
お待ちしています。2010年定期総会
も同日開催です。　    　(滝田衛)

12:00 昼食会(300円)

12:00 昼食会(300円)

上町商盛会よりご案内



あなただけの小さなお店で、
手作りの作品を展示・販売してみませんか？　
�レンタルボックス　1ヶ月　中段　1,500円　
　　　　　　　　　　　　　　 上下段　2,000円�
お友達同士や趣味の会、地域のちょっとした集まりにどうぞ。
�レンタルスペース　２時間　1,000円～�
詳しくはharucafeまで、お問合せ下さい。

　いよいよオープンしたharucafe！　とはいえ、６月１９日(土)の正式オ
ープンに向けて、まだまだ準備しなければいけないことがたくさん。研修
生も、書店の仕事とはまた違った作業が増えています。慣れない仕事にア
タフタ…かと思いきや、なんだか、みんなはりきっているような!?　新し
く何かを始めるときの、躍動的なパワーの影響でしょうか？？　新しい店
舗の細かいことを一つ一つ決めていくのは思った以上に大変で、スタッフ
は右往左往。そんな様子を見ながら、スタッフは「できる」研修生は「で
きないから教えてもらう」という一方通行の関係ではなく、｢一緒に新たな
ものを作っていく｣ということの楽しさを味わってもらえればと思います。
�はるかぜ書店では、ちよっぴり（？）狭くなった店内のレイアウトを検
討中。絵本は表紙を見せないと…女性誌は目立つ所に…文庫本はもっと並
べたいし…と試行錯誤の毎日です。通常の業務に加え、５月末から６月に
かけて、講演会などでの出張販売を行う予定です。また、近隣の中学校よ
り、２年生の職業体験を依頼されています。学生のうちから「働くこと」
を考えるために、有意義な経験をしていただければと思います。研修生に
とっても先輩として活躍する機会になるでしょう。楽しみです。

　毎月１１日に行われている山形物産市。リエゾン団が発足してから
は、団員が中心になって行っていましたが、５月から、はるかぜ書店
の研修生を巻き込んでシフト割をして共同でやる事になりました。今
のところ、発注に関してはリエゾン団が行いますが、販売に関しては、
研修生を中心に団員が居ると言った感じでやっております。今後はも
っと研修生達も積極的に参加してもらえればいいなぁ～と思います。
ぜひとも毎月１１日はお時間ありましたら、山形物産市へお越し下さ
いね。宅配事業共々宜しくお願いいたします。

　６月は中学生の中間テストがあります。新学期に入って初めてのテスト、しっかり準備して臨みまし
ょう。ネクストでは通常の個別授業数を追加したり、受講以外の教科の対策もできます。早めにお申込

下さい。テスト日程に合わせて調整致します。

�

�＊　特別中間テスト対策･･･６月１２日(土）1：00～4：00（３時間）

�　　　　　　　　　　中学３年生対象
�　　　　　　　　　　　主要５教科の過去問や予想問題を解きます。
�　　　　　　　　　　　通常の個別授業ではありません。
�　　　　　　　　　　　費用　2,000円
�　　　　尚、高校入試の模試は８月に第１回目を実施します。
�　　　　Ｈ23年度の公立校の入試に理科・数学の移行措置の内容が出題されます。�
�

�＊　体験授業(個別授業)･･･６月１２日(土）1：00～4：00
�　　　　　　　　　　
�　　　　　　　　　　中学生・中卒生　　６０分　英語又は数学　2,500円
�　　　　　　　　　　小学生　　　　　　５０分　国語・算数　　2,000円
�　　　　　　　　　　　５月に体験授業を受けられた生徒さんも授業を始められました。
�　　　　　　　　　　　お友達やお知り合いをお誘い下さい。
�

�＊　学習相談会･･･６月１４日（月）1：00～2：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合福祉会館　５F 会議室
�　　　　　　　　　　中卒・高校中退・不登校・発達障害かな？学習に困っている等など
�　　　　　　　　　　進路・学習に関するご相談をお受けします。
�　　　　　　　　　　（次回７月は１９日（月）1：00～4：00です）　　　　　　　　　
�　　　　　　　　　　　　　

☆リエゾン☆

☆ネクスト☆
☆あばうと☆

☆まごのて☆

☆はるかぜ＆ｈａｒｕｃａｆｅ☆ ☆相談＆カウンセリング☆

使い方はあなた次第！！　みんなのお店　** ｈａｒｕｃａｆｅ **　です！

　今月の孫の手では、Ａ君とＳ君を連れて逗子へ草刈りへ行ってきました。丁度その日は、今年一番の暑い日
で、若者二人は汗を流しながらせっせと草刈りをしてきました。Ｓ君は職人さんの様に早くかつ丁寧な仕事ぶ
り。Ａ君はコツコツと少しずつ丁寧な仕事ぶりでした。これからの季節は草木が伸びるのも早いですよね！　
そんな時は、ぜひ孫の手の活用をお勧め致します。

長
井
で
出
荷
の
お
手
伝
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ヨガでリフレッシュ

アクセサリ講座☆　
　　　　　何作ろう？

　　　　フリースペースって何だろう？
　ここのところ、フリースペースのあり方を各方面から問われること
が多いと感じます。ここで改めて考えてみたいと思います。
　人が生まれて育っていく間にどこかで全てを許される環境に出会う
のではないでしょうか。それが家庭であったり、社会のどこかであっ
たりした、そんな環境がベースとなって社会へ出ていく、と大雑把に
いえないでしょうか。では、家庭や社会のどこかに出会わなかったら
どうしたらいいのでしょう？　もちろん、自分自身で探して見つけて
いかなくてはならないとも思います。しかしながら、その手段や方法
も見つからなかったら？
　いつでも誰でも来ていいんだし、何をしても存在自体を許される場
所。それがフリースペースの役割ではないかと考えています。どんな
理由であれ、行きつ戻りつしても戻ってくる場所がある、どんな人間
でも存在を認めてくれる、そんな安心感を得られる場所がフリースペ
ースです。私たち職員一人一人が常に肝に銘じていなければならない
ことは、フリースペースの醸し出す雰囲気を維持していくことである
と思います。そして、居場所を求める人に伝えるために情報を発信し
ていかねばならないと思います。
　フリースペースが存在しなくてもいい社会が出来上がれば、それは
きっととても豊かな社会なのかもしれません。皆さんと議論してより
よいフリースペースを作りたいと思います。（しまだのりたか）

親への想い　親の思い　～カウンセリングでの子どもの声を受けて～

　保護者会と自助グループ活動、順調に展開されています。今回は事前案内なく実施しましたが18人
の方がお集まりい下さいました。スタッフを入れて23人で、何時ものように忌憚ない話し合いが出来
ました。
　不登校そしてひきこもり経験から大学進学を実現した親御さん３人の思いが、中学校不登校で半年
過ぎても涙を禁じえないお母様と受け入れることの出来たお父様の話が、そして12年間ひきこもる子
どもの今後を心配する両親や母親の声が聴けました。
　さて、スタッフの悩み(不安？）は、子どもがアンガージュマンに通っている親御さんの参加が少
ないことです。法人を信頼され、あばうとやネクスト・キックオフで活動している子どもに安心感を
得てのこととは思いますが・・・。
　子どもは確実に変化し「学校へ行けない」「働けない」自己否定感を払拭し始めています。「学校
へ行けない」「働けない」との親御さんの子どもへの否定感も改善され、子どもを心から受け入れる
ようになったのでしょうか？　子どもたちと日々一緒にいると、子どもの親への思い(親を困らせ迷
惑をかけている)と、親の思い（何もせずに困ったもの）との隔絶を感じます。親が子を理解し受け
止め、親相互の安心感を手にできる保護者会・自助グループ活動は不可欠と思います。子どもの開放
のためには、親自身の開放がまず！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(まもる・たきた）




