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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

2011年 2月のアンガージュマンの予定 y
ngagement
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学習サポート

　２月２６日から２８日まで２
泊３日で、山形へ冬の農業体験
ツアーを催します。今回の目的
は味噌作りです！！　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　２０１０年夏に行われた、農
業体験ツアーの際、山形県新規
就農者ネットワーク代表でもあ
る牧野氏より「味噌作りができ
る様になったから、やりに来て
見てはどうですか？」と声を掛
けて頂いた事もあり、この度ツ
アーを組みました。
　おすすめポイントとしてｍｙ

味噌が作れる。そして、山形県
の郷土料理教室・前回も冬に伺
った際に行われた、松藤氏の農
園にて作業もあり・温泉もいけ
るかも？？　といった感じです。
　前回の農業体験では自然との
共存・農業の大変さや面白さ、
生産者の熱い思いを、肌で感じ
ることができました。　　　　
　今回の味噌作りでは、参加人
数が多ければ、手間が掛かる生
産方法で作るこだわりの味噌と
なっております。さてさて皆さ
んは味噌作りの作業工程をご存
知ですか？　全４日間掛かるそ
うです。１日目は精米・洗米・
水漬けをし、２日目には米を蒸
し・冷却・種付け・仕込みをし
麹を作ります。３日目は手入れ
と言って５～８分毎に仕込んだ
麹を切り返し・大豆を洗い・洗
った大豆を水に漬けます。そし
て最終４日目には大豆を煮て、

ここから味噌の仕込みに取り掛
かります。　　　　　　　　　
　普段何気なく頂く味噌は、手
間ひま掛けて作られ、生産者の
想いと食へのこだわりが籠もっ
ています。自分たちで作った味
噌は、持ち帰り分と山形物産市
にてアンガージュマン印になる
のか？　リエゾン印になるかは、
未定ですが販売して行きます。
�今回の農業体験ツアーでは何
が待ち受けているのかが、楽し
みです！
　
�

　坂がきつくなりました。坂の上の青息吐息？です。体力と精神力の衰えは否めない事実ですね。
�抗うのはやめます。何時しか自分の人生を振り返る年になってしまいましたが、皆さんは如何でしょう
か？　家族もそうですが、友人や知人そして仲間、自分を取り囲む人が集うからこそ生きてこれたのだと。
そういう点では、ひきこもる若者、不登校の子どもの忍耐力？　我慢強さ、脱帽です。抗うと言ってしま
った後に気が付くのですが、意地になってしがみ付いて何が何でも！の強かさは、年をとっても消えませ
ん。意地、強さと言いましたが、譲れないものがあると言う意味です。
�１月15日は米国の公民権運動の第一人者 Martin Luther King氏 の生誕記念日(1929年)でした。　　　
人種・民族の禍根は甚大な被害を人類のみならず地球に及ぼしました。更に現代社会は、人間の存在が地
球の脅威となっています。でも、人間の未来に期待し解決能力の高さを確信しています。諦めません。　
　そのためにも、人間相互が認め合い支え合える社会環境を構築すること、何より優先されるのです。私
にとっては、不登校やひきこもりや発達障害が、何ら課題にならない社会であることです。自己責任、差
別、偏見、誤解を払拭するために、１月に続いてですが『子ども若者支援推進法』に魂を入れましょう。
　I Have A Dream.（私には夢がある）　　　
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今年もやります！！

冬の山形農業体験ツアー　味噌作りの巻
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2011年 2月のアンガージュマンの予定
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サポプラに集合！
相談会＆フリマ

のたろんフェア
（サポートセンター）

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　　　2/10,25　　  ３名　物品販売、品物陳列、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　チラシ配布
のたろんフェア　2/12～13　　 ３名　物品販売、品物陳列、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　チラシ配布等
梅まつり　　　　2/14～16　　 ５名　抽選会等の補助
山形物産宅配　　2/16～18　　 ５名　検品、仕分け、梱包
サポプラに集合　2/19　　　　 ３名　販売補助
通信発送作業　　2/24午後　　 ３名　通信の折り
　　　　　　　　　25午前　　　　　  封入、封止め

２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

のたろんフェア2011　出店情報
2/12（土）13（日）10:00～16:00

場所　市民活動サポートセンター（汐入）

　パネル展示・ワークショップ（消しゴムはんことハリネズミ作りの予定）

　マリーゴルードの会の皆さんとリエゾン団が一緒に物産販売も行ないます。

　横須賀で活動する市民団体が多数参加します。ぜひいらしてみてはいかがでしょうか？

リエゾン団　瓦版

山形物産市

宅配しめきり

宅配期間

２/10（金）10:00～18:00
２/25（金）10:00～18:00

2/8日(火）　18:00まで

２/16（水）17(木）18（金）
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�高校２年、不登校からひきこもって６年。現在大学生、ＰＣも習い、親と一緒に外食するようになりました。
「親の会でみなさんのお話を聞かせていただき、救われました。ＰＴＡで不登校の親の集まりを呼びかけましたが
うまくいきませんんでした。」「昨年今年と同じ時期に拒食現象、生きていてほしいと願ってます。ここに来れば
分かってくれる仲間がいます。」「不登校の子への態度を変えた。親として自分の人生を見つめるよい機会になり
ました。」「40歳を越えましたが、元気に毎日働き方を学んでいます。日々の触れ合いを大切にしています。」
「変われない自分がいる、いつかきっとの思いです。親がくじけないために。」　
　１月親の会、20人集まりました。アメリカ人のエレンさんも文化人類学研究者の立場を超えて交流してくれまし
た。
�一方、カウンセリングでは10代、20代、30代、40代、当然のように一人ひとり違った悩みを聞かせてもらってま
す。14回目のカウンセリング経て、行動することを確信した若者に感動です。自分の中に解答を持っていることを、
改めて若者から教えてもらいました。　　　　　　　　　　　　
�
�

親の会＆カウンセリング

「くじけない」

　今月は、英国のロックバンド、OASISのwonderwall を
ギターで練習したり，Don't Look Back In　Anger を聴
いたり、カラオケでPUFFYやGUNS N'ROSESやGREEN DAYを
歌ったりしました。
　サッカー日本代表が出場している、アジアカップの話
をしたり、サッカーゲームの熱い対決の応援をみんなで
したりしました。
　PSPのゲームをみんなでやったり、水曜日には一緒に
ご飯を食べて、育ち盛りの子どもたちは、残さず食べ、
元気よくお代わりしています。
　囲碁講座では、頭の運動をしています。難しいけど面
白い！毎回、そうか！と驚かされます。
　今度は、そろそろ体の運動もしたくなって来たかな。
� 

あばうと

中学１・２年生　学年末テスト対策
　別紙にてご案内
　２年生は、高校入試の調査書（内申）に入ります。テスト範囲も広いので、早めに準備しましょう。�

小学６年生「中学英語・数学先取り授業」　　
　ネクストの６年生には既にご案内しております。
　入学当初は新しい中学校生活に慣れるだけでも大変な時期です。英語・数学はスタートでつまずくと不安が大
きくなる教科ですが、逆に分かると面白い教科です。少し早目に学習し、自信をもって中学生になり、英語・数
学を得意教科にしましょう。
�
　大学一般入試　２月10日前後がピーク
�私立高校入試　２月10日（木）から開始　　　専願・併願　　　　　　　　　　　　　　　
�公立後期選抜　２月17日（木）18日（金）　（募集期間　2／4～2／7 )
�   （全日制）
�             * 定時制・通信制は3月10日（木）
�

学習相談会　　２月28日（月) 13:00～14：30　総合福祉会館にて
�
体験授業　　　２月26日（土）13：00～16：00　小学生　50分　中学生以上　60分
＊お電話でご予約ください　046－801－7882��
�

１月の入試を終えて　～諦めないで・・一歩、一歩・・続けると・・少しづつ形になります～
�

センター試験（1/14,15)　　　
�ネクストの生徒は６名受験しました。現役生ではなく、定時制・通信制の卒業生や高卒認定試験資格を取得し
た生徒たちの挑戦です。願書提出直前まで、提出書類・写真・高校へ連絡、等など準備ができているかどうか担
当の講師も自分のことのようにハラハラドキドキでした。風邪・インフルエンザも心配でしたが、皆さん試験に
臨むことができました。　

公立前期選抜（1/25,26）（主に、面接試験）
　冬休みは、冬期講習（集団授業・５教科・３０時間）や模擬試験も頑張りました。中学３年生の他に過年度
生・高校中退生も受験生です。ネクストでは、毎年中学卒業生が公立高校に受験し合格しています。中学で不登
校の時期があっても大丈夫です。高校そして大学と、夢を実現していった先輩たちがたくさんいます。
�　　　　　　　
�　　　　　　　
�

ネクスト

２月の予定

　今年初めてのボランティア・ミーティングは
３名の方が集まりました。
　事務局長の島田さんも顔を出してくれました。
12月の活動状況を振り返り、活動内外の面でご意見
を頂戴しました。
　クリスマスケーキづくりでは、準備２回、当日と、
矢野さんにご尽力いただきました。悪戦苦闘しなが
らも手作りのデコレーションは格別で、作り手も食
べても「とてもよかった」の一言に集約され、笑顔がこぼれました。
�昼食会では研修生が調理に加わるようになって半年以上になりますが、１，２名であれば、会話
もしながら、準備が進められるとのことでした。
�頂戴したご意見では、「予定でも構わないので、ボランティア活動の年間情報がほしい」との声
や山形物産宅配をご注文をいただいている方々からは「締切日を通信にも掲載してほしい」「お米
の定期購入だけでなく、年間登録があってもいい」など、貴重なご指摘をいただいています。
�「ボランティア・ミーティング」では、活動しているしていないを問わず、広く開放された場で
す。ご参加いただき、ご意見をいただければ幸いです。

ボランティア

 　指導？　大げさですね！　はるかぜ書店、カフェ、リエゾン、お向かいのスペースでキックオフ研修生
一人ひとりに合わせた（合わせられてるかな・・・でもそういう気持ちで・・・）”体験の時間”作りを
手伝っています。
�一人の研修生に尋ねたら、「人前で、少しはできそうな気がしてきた。」と話してくれました。
　皆の笑顔が増えていく事が嬉しいです。

キックオフ

１月のはるかぜスタッフが作る！　昼食会！！
メニューは�・大根と鶏の煮物
�　　　　　・キャベツとさつま揚げの炒め物
�　　　　　・大根菜っ葉のふりかけ
�　　　　　・牛乳プリン　　　　　　　　
を作りました。
ボランティアの方２名、研修生２名が手伝ってくれたので、
さくさくっと進みました。
味も結構良い感じだったと思います。
でも、ちょっとだけボリューム不足だったかも？
キャベツは結構縮みますね(汗)

昼食会

　10日間職業体験をさせていただきました。全てが初めて体験することばかりで新鮮でした。
　本屋さんでの仕事は、やることも分からなかったけれど、一つ一つ教えてもらいながらなんとかできるように
なりました。体験の中で驚いたことは、宅配をしていることに驚きました。
　また、昼食会にも２回参加させてもらい、準備からお手伝いをさせてもらいました。家で作ってみたいと思う
料理もあり楽しかったです。
　はるかぜ書店のみなさんありがとうございました。

職業体験

昼食会風景

22才男性から、素敵な詩の投稿です。

[単位認定プログラムの一環としてはるかぜ書店・harucafeで研修を行った
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高校生Ｈさんより感想をいただきました]




