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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
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　新年　おめでとうございます。
　私事で恐縮ですが、年男です。赤いチャンチャンコはご辞退いたします。早速ですが、今年の夢を語ります。
�
�月１回の保護者会・自助グループ活動での子どもを語る親たちの会話です。
　「寄宿形の支援組織で生活して友人関係ができた。心の底では友達が欲しかったと息子を理解した(２０代
後半)」「朝５時半起きで休まずアンガージュマンに通う、大人になってきました(４０代前半)」「散々母親
を責め続けてきた子が大学へ、今まで何をやっていたんだと自分を嘆いてます(２０代前半)」　
�不登校や引きこもりの子は｢友達は要らない」「怠けて外に出ない」「親や社会を批判する」との偏見や誤
解があります。親同士が互いに理解を進めていく、穏やかで暖かな時間が、親の会には何時も流れています。
�　
�言葉・文字には残酷さが溢れている。取り上げたい言葉が「障害」、特に「発達障害」である。英語の　　
「Disorder(無秩序)」を「障害(さまたげる)」と日本語訳したところから、「発達障害」への偏見・誤解が生
まれている。「害」を「碍」と表記する動きも大切だが、現状の理解にはつながっていない。残念だが排除す
る姿勢がこの社会にはある。普通・みんな基準を持って、「害」や異質を排除する世間がある、現実に。その
ためか「発達障害」が背景にあると言われる不登校・ひきこもりへの偏見は辛いし悲しい。「namake(怠け)」
や「amae(甘え)」と排除対象となる不登校・ひきこもり、痛いほど感じる昨今です。
�　
�この社会は、競争し人より優位に立つことが人間的価値であり、人と争わないゆっくり生きていくことは人
に非ずなのである。社会や大人は「個性尊重、人に優しく、仲良く」と子ども若者に求め育ててきたが、大人
や社会がそれを溝に捨てている。しかし、この価値観を大切に持ち続けている子ども若者がいる、それが不登
校ひきこもりの子ども若者である。彼らは自分の心の痛みを受け止め、自分を傷つけ、人と争うことをやめた
のである。学校から社会から身を引くという形で。社会状況全般を見てみよう。既に10年以上連続して、小中
高校の不登校・高校中退は年間合計26万人余を数えている。ひきこもりは69万人(2010年内閣府調査)である。
不登校やひきこもりは層として社会で孤立している。どう思われるでしょうか？
�
�法人で出会う若者たちを紹介します。親を知らずに育ち、生きる根拠が見えない若者。自分の考えがまとま
らずに人に伝えることが困難な若者。中学で不登校、その後高校入学、しかし中退した若者。高学歴で聡明だ
がコミュニケーションと人間関係に困難を感じる若者。学生時代のいじめ等で疎外感を引きずる若者。競争原
理を肯定するも、行動できない若者。親の願い(ここが難しい)や親の存在に苦しみを抱く者。家族の様々な課
題(離婚・障がい・借金)に怯え意欲の持てない若者。しかし様々な過去を背負いながら、法人の活動で少しず
つ変わってくるのが、子ども・若者である。カウンセリングで自分自身を語りだす18歳、あばうとで大声を上
げて人とかかわる14歳、ネクストで講師に励まされて学習を始める20歳、書店やカフェで笑顔で接客する22歳。
７年を経過する法人、年間120人余の子ども・若者が自分探しの毎日を送っている。
�
�みなさんは「私にも経験があった。でもめげずに頑張ったよ」と若者たちを激励するでしょう。同じ若者た
ちの中にも自らを叱咤激励して生きている人たちがいます。この「頑張り」「叱咤激励」が生涯続き、誰にで
も共有できる事実でしょうか？　不登校やひきこもりの子どもや若者は｢頑張り」「叱咤激励」した結果の姿
なのです。私たち法人は子ども・若者と寄り添い、伴走することを願っている、「そのままの自分で」「誰で
も社会参加を」と。�
�　
　内閣府は”子ども・若者育成支援推進法（施行期日平成２２年４月１日）”を法制化した。これを受けて
「横須賀市はいの一番に着手した。教育委員会と青少年課と更に保健所が手を結び、NPOと一緒に子ども若者
支援を直接始めた。」と言う夢を見た。きっと、今年は子ども若者理解元年となるであろう。�　
�本年も宜しくお願い致します。皆様のご多幸をお祈り申し上げます　　　　　　　スタッフ一同(滝田衛）
�

坂の上のひとりごと　特別編　

　　　「不登校」・「ひきこもり」を超えた子ども若者理解元年へ

ネクスト
体験授業
13:00～16:00

学習相談会
13:00～14:30
於：横須賀市
　総合福祉会館　

イベント　　　　  　 日付　　　　　　　    定員　　   主な活動内容　　　　
フリースペース （土日祝日除く）　 ５名　　　話やゲームの相手、見守り、寄り添い
山形物産市　　  １/11,26　　　　　３名　　　物品販売、品物陳列、チラシ配布                                      
山形物産宅配　　１/15～17　　　 　５名　　　検品、仕分け、梱包、運転
通信発送作業　　１/27午後、28午前 ３名      通信の折り、封入、封止め
サポプラ　　　　１/22　　　　　　 ３名　　　販売補助

１月のボランティア募集 参加希望の方はご連絡下さい。TEL　046-801-7881
年末に大掃除を始めたは
いいのですが、物が多すぎて
どうやら2011年にずれ込み
そうな予感・・・。
冷蔵庫の整理・・・
着てない洋服の処分・・・
「断捨離｣の本を読みつつ
新年もがんばります・・・泣。
　　　　　　　　　　　イシイ

冬季休業のお知らせ

あばうと　　　～１/１０
ネクスト　　　～１/３
リエゾン団　　～１/４
はるかぜ書店　～１/５

山形物産市が月２回になりました。
皆様にご好評いただいて続けてきた山形物産市が、１月より
月２回の開催となります。
作り手の方々と交流を深め、「新鮮・安心・美味しい！！」
農作物や加工品を販売しています。
どうぞ、お立ち寄り下さい。

クリスマス会＆忘年会の様子

沢山の人で賑わいました☆

サポプラに集合！
相談会＆フリマ

会議の為
フリースペースは
3:30に閉室です。



あばうと ネクスト

リエゾン団

ボランティア

まごのて

はるかぜ書店＆harucafe

クリスマス会＆忘年会　

相談・カウンセリング＆親の会

ランチ

　12月のあばうとでは、サッカーは少ししかで
きませんでした。人数がそろわなかったことや
天候もその一因でした。しかし、ボランティア
の沖川さんがいらした日は、本当に今までで一
番充実したサッカーが出来ました。試合形式で
沢山サッカーが出来ましたし、フェイントを教
えてもらったり、逆に子ども達も足わざを教え
たり、サッカーの話題についても、世代を超え
た交流が出来ました。
�また今月は、ゲーム「モンハン3rd」を始め
た子がたくさんいて、あばうとから、皆でPSP
でQUESTに出かけて行きました。他にも自分の
詩や、ギターなどの芸術活動にいそしむ姿が見
られました。冬らしいですね。
　１月から新たに、あばうとミーティングを行
ないます。どんなことをやりたいか、皆で話し
ましょう。�

　８日の「ボランティア・ミーティング」は参加者が辻村さんだけだったので、harucafeでの茶話会となりまし
た。途中、リエゾン団の大井宏和さんに飛び入り参加してもらいました！ご参加ありがとうございました。
�前日には「お菓子づくり」が行われ、研修生５名が参加、はるかぜ書店の研修の時間を忘れてしまうほどで、
ケーキづくりに熱心に取り組んでくれたそうです。フリースペースを利用している子もケーキ作りに参加したそ
うなそぶり？！「思いの他うまくいった！」「手作りの感じがでていてよかった！」などの声、２３日には見て
楽しい、食べておいしいクリスマスケーキに出会えそうです。
　大井さんからは水曜日に気まぐれに行っている「商店街の清掃活動」の話がありました。ゴミのベスト３は･･･
「吸い殻」、「空き缶」、「コンビニおにぎりの包装」。驚きの珍ゴミでは「工具」「車の破片」「中味が残っ
たペットボトル・缶・紙パック」とのことでした。
�紅白に選ばれた「トイレの神様」。師走には大掃除をして、新たな年を！と思うものの、すぐ逃げだしたくな
る気持ちも・・・。上町には「ゴミ拾いの神様」が出没中です。

  12月のリエゾン団の様子はと言いますと。10日の山形物産市では、関わってくれる研修生や団員が居たのです
が･･･。15日からの宅配の時には、書店の方も忙しい時期に重なってしまったこともあり、研修生も手が空かずに、
配達に出る人が足りなくなってしまいました。仕事が立て込んで慌しく、リエゾン団員も疲れがたまってしまっ
たのかも･･･。ボランティアの方の力も借りて、スタッフもフル回転で何とか12月の宅配を終えましたが、継続的
に事業を続けていくための体制作りが必要だなぁと感じます。「自分のペースを守りながら、それぞれがきちん
と、やれる事をやる」が今の課題の一つかも知れません。
�2011年もリエゾン団一同、助け合いながら頑張ってまいりますので、温かいご支援を宜しくお願い致します。

あばうとでＡ君の素敵な詩に出会ったので、紹介します。
�１月の予定
�
�冬期講習（後半）　　　　　　　１月4日（火）～７日（金）
�（集団授業・個別授業）
�　
�高校受験模試　　　　　　　　　１月8日（土）
�
�～いよいよ受験到来～
�
センター試験　　　　　　　　　１月15日（土）・16日（日）　　　
�
�神奈川県公立高校前期選抜　　　１月25日（火）・26日（水）（ 1／18　～　1／20　募集期間 ）
�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 2／1　発表 ）�
�＊風邪をひかないように、体調を整え万全を期しましょう　！
�
�学習相談会　　　　　　　　　　１月24日（月）13：00～14：30　総合福祉会館にて
�
�体験授業　　　　　　　　　　　１月29日（土）13：00～16：00　小学生　50分　中学生以上　60分
�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*お電話でご予約下さい�

�第３回ネクスト講師研修会を終えて
�
�　本年度は、昨年の文科省委託事業「発達障害の子たちの教授法研究」について継続して話し合っています。
�この回は、汐入メンタルクリニック・こども発達外来の阿瀬川聡美先生に講師としてお願いし、医療の立場
�からの的確なご助言を頂きました。
�

 親が安心すると子どもも安心します
� 「家にいても社会性はつきますよ」と不登校の子どもに悩む母親にアドバイスしました。半信半疑で家に帰っ
た母親がそのことを息子に伝えると、あれよあれよと“美容院へ”“友達と外へ”。「今日は親戚の人たちと遊
びに出かけています。」と母親は嬉しそうでした。カウンセリングの役割は偏った理解を解き直すことです。社
会の中で社会性は育つことは当然ですが、原則を離れ個別課題での対応が肝心です。今回のカウンセリングの秘
訣は“外に出ない”＝“育たない”の原則に悩んでいた母親の“不安”が子どもを支配していた点に介入したこ
とです。母親は「親が安心すると子も安心しますね。」と報告してくれました。さあ、親子関係を楽しく作って
いきましょう。解決策は子ども自身が持ってます。
� 12月の保護者会は20名余でした。Dadが単独で開催できませんでしたので、ウィルに合流しました。母親同士
の交流ができた上に、お二人の男性が父親と夫の視点で「子どもから学びました」と発言して共感を得ました。
最高でした！　次回は1月9日(第2日曜日)　お子様が通っている親御さんの参加をお待ちしています。(滝田衛)

　およそ６年、毎週々々、メニュー作りに悩んできた私でしたが、最近はついに！　はるかぜのスタッフ・研修
生からシェフが登場。毎月１度は腕をふるってくれるので、楽しみで･･･ルンルン☆　2010年の締めはタンドリー
チキン！　スパイシーで中々本格的な味♪　ご馳走様でした。　今年も新たなシェフの誕生を期待していま～す。
ボランティアの皆様、今年もお世話になります。皆で楽しく作って、おいしく頂きましょう！

　昨年末、研修生全員と1年の振り返りをしました。自分が得たものは何か、何に課題を感じているのか、これか
らの希望は？　等など話してもらいました。また、スタッフが日々の活動の様子から感じ取ったものについても
お伝えしました。話してみると改めて、物事の捉え方は人それぞれだなぁと感じます。それを大切にしつつ、そ
の人なりの変化に寄り添っていくことが出来ればと思います。何名かは新たな道の模索を始めようとしています。
自分の中に新たな一面を見出していく、その課程。この場所で培った”安心”を手に、恐れることなく向き合っ
てほしいと思います。
　harucafeでは、レンタルボックスが賑やかに。ちょっとしたお年始のごあいさつにピッタリのかわいい小物も
色々あります。今年は、カフェメニューもさらに充実させていきますよ♪　会員の皆さんにも「相談」や「フリ
ースペース」とはまた違った、『お茶を飲んで、いつものスタッフや研修生の顔を見て、ホッとひと息つける場
所』として気軽に寄っていただければと思います。
　本年も、はるかぜ書店＆harucafeをご利用下さいませ。

  昨年12月23日にクリスマス会を行ないました。参加者33名、ゲストにはフランクさんご一家（奥様はお隣森モ
ータースの娘さんです）をお招きして、アメリカでのクリスマスについてお話いただきました。家族での過ごし
方やクリスマスならではの食べ物について、ツリーやカードなどの風習についてなど、日本とはまた違った風景
を感じられる楽しいお話でした。ありがとうございました！　そして、大人も子どもも一緒になって、手作りの
ケーキやサンドウィッチを食べながら、歌や楽器演奏・ビンゴ・クイズなどで盛り上がりました。
　その後はアンガージュマン忘年会。こちらも25名にご参加頂きました。普段からアンガージュマンに関わって
頂いている講師の方、ボランティアの方、保護者の方、商店街の方と様々なメンバーが集まり、スタッフや研修
生も加わって、楽しい交流の一時となりました。

  昨年末は、例年通りお正月飾りの販売を致しました。発注から仕分け、お客様へのお渡しまで研修生とリエゾ
ン団で作業しました。また、年末のお家のお掃除や駐車場の草取りなどのご依頼も頂きました。外に出て作業す
るということも貴重な経験となります。軽作業などありましたら、ぜひご相談下さい。お見積もりいたします。




