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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 3月のアンガージュマンの予定 y
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先月号でお知らせした「山形ツアー」ですが、参加者が敢行人
数に満たなかった為、中止いたします。申し訳ございません。
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2011年 3月のアンガージュマンの予定
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山形物産市
　(はるかぜ書店前)
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貿易センタービル
に集合！
 山形物産販売

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　　　3/11,25　　  ３名　物品販売、品物陳列、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　チラシ配布
山形物産宅配　　3/16～18　　 ５名　検品、仕分け、梱包
物産販売　　　　3/27　　　　 ３名　販売補助
通信発送作業　　3/29午後　　 ３名　通信の折り
　　　　　　　　　30午前　　　　　  封入、封止め

参加希望の方はご連絡下さい。TEL　046-801-7881

人とのかかわりの中で気づくもの

３月のボランティア募集

　今回初めて、市民活動について知ってもら
おうという横須賀市立市民活動サポートセン
ターのイベント「のたろんフェア2011」にパ
ネル展示で参加しました。アンガージュマン
の場所は知ってるけど…名前は聞いたことが
あるけど…何をしている団体なの？　という
声が多く聞かれ、改めて、日頃の活動につい
て、そして｢引きこもり」や「不登校｣につい
て、広くお知らせしていく必要性を感じまし
た。また、様々な課題に取り組む他団体の活
動の様子に接する良い機会ともなりました。

のたろんフェアに参加しました！

　”あばうと”は学校にいっていない子どもや、家に引きこもりがちな方のための居場所です。しか
しそこには彼らだけでなく、年齢も性別もばらばらの、いろいろな人が集っています。アンガージュ
マンのさまざまな年代のスタッフや講師、研修生やボランティアの方々。そして、それぞれのやり方
で子どもたちや若者と関わっています。その中で利用者も”あばうと”だけでなく、上町のお店だっ
たり、はるかぜ書店やharucafeに行って、いろいろな人との関わりの中で過ごしています。私たちは、
これが一番大事なことなんじゃないかと思っています。
�先日、みんなで公園に行ったときに、居合わせた小学生たちと一緒にサッカーをすることになりま
した。そこで繰り広げられるやり取りは、普段の利用者たちの見せる顔とは違う顔、お兄さんの顔が
ありました。そして小学生たちも、とても楽しそうにしていました。
�思い返せば自分自身、随分近所のお兄さんお姉さんに良くしてもらって育ちました。ゲームをやら
せてもらったり、一緒に外で遊んだり、キャッチボールをしたり。僕が不登校になった時には、友人
のお兄さんが相談にのってくれました。近所のおじさんやおばさんは、いつも良くしてくれています。
それと同じで、”あばうと”は、来ることでいろいろな人に逢い、成長できる場でありたいと思って
います。だれか一人が支えたり成長させるのではなく、みんなが多面的に関わることで、誰かに変え
られるのではなく、自分から変わっていくのです。
�関わるのは何も人だけとは限りません。”あばうと”では、Ｍ君が持ってきたマンガ「ONEPICE」
がたくさんの人に読まれています。そして沢山の人の心を癒しています。あのマンガの中では、互い
にぶつかりながらも、かけがえのない仲間、絆を獲得していく主人公たちが見られます。そしてそれ
ぞれが、かけがえのない自分という存在に気づいているように思います。
�”あばうと”にもいろいろな人がいて、時にはぶつかったり、注意されたりすることもあると思い
ます。けれどその中で、徐々にお互いを理解し、楽しかったこと、嬉しかったことの感情を共有して、
周囲に大切にされている自分を発見することで、かけがえのない自分という存在に気づくことができ
ます。”あばうと”が、やってくる子どもや若者にとって、またそこに関わる人にとっても、そのた
めの自由な場所であればと思っています。　　　　　　　　　　　　                （助川英一）
　
��
　朝起きると外は銀世界、一面真っ白。雪が降りましたね。純白と言われるほど、白には魅力があり
ます。ぷーっとふくらむ白いお餅、青い海青い空に浮かぶ白い帆のヨット、そして干支に合わせれば
白兎(ｳｻｷﾞ）など等。また子育てでは、子どもの心を白いキャンバスにたとえ色を塗っていくことを、
成長とも。白のその先には、透き通るうそ偽りのない透明があります。年を重ねるごとに、自分の心
が白くそして限りなく透明に近づいていく！　幻想を。そうです、黒く限りなく不透明になっていく
不安を感じてしまうのは、不遜で悲しい現実です、トホホ・・・。
�ここ一番、若者に期待してしっかりバトンを渡したい。叱咤激励と競争のバトンではない。自分の
ことは自分でする孤立するバトンではない。稼ぎ仕事なくしては生きられないバトンではない。そん
なバトンはないと言われるでしょう。甘えている、厳しさを知らない？ と･･･。果たしてそうでしょ
うか。混乱と退廃の日本及び世界状況にあって、私達地球人は温暖化、自然破壊、食糧難、独裁等な
ど、未曾有の体験をしているのではないでしょうか。そうです、人類にとって未来は常に新しく、誰
も知らないのです。経験から語るから、不透明の中で不安なる年長者に翻弄されてしまうのです。分
からず不安になったら、若者に聞いてみよう。不登校の子ども、ひきこもりの若者に、耳を傾けてみ
よう。真っ白で、透明な世界が広がるのではないでしょうか。街頭普及宣伝、始まります。(滝田衛)
�

　３月３日（木）のお菓子作りは、桜もちを作ります！　そろそろ春の

気配を感じるこの季節に、ぴったりですねっ☆　食べたことはあっても、

自分で作ったことのある人は少ないのでは？　この機会に、みんなで作

ってみましょう！　

　火曜日の予定に入っている「GO！GO! 囲碁 」。8日と22日は浜津先生

（横須賀囲碁連盟常任理事）が、来てくれます。一からルールを分かり

やすく教えてくれるので、初心者もＯＫ。ルールが分かれば、いざ対

戦！　もっといい手があるよ。　ここはよかったね！　など、先生の指

導で、棋力アップも間違いなし！？　ぜひ、ご参加を☆

就労支援
ネットワーク
フォーラム

山形物産市
　(はるかぜ書店前)



　２月のリエゾン団は、12日～13日に横須賀市立市民活動サポートセンターで行なわれた「のたろんフェ
ア」へと出かけていきました。アンガージュマン自体はフリマの抽選に漏れてしまいましたが、農業体験で
いつもお世話になっている「マリーゴールドの会」さんの計らいでご一緒に販売させて頂くことになりまし
た。普段とは違い、室内の限られたスペースでの販売でしたが、マリーゴールドさんは長井の有機農法で育
った朝取れ野菜・リエゾン団は山形の米・大豆製品を扱い、双方売れ行きは好調でした。食育の意識が高い
方も多かったようで、安心・安全な農産物に対する期待の声も聞くことが出来ました。マリーゴールドの会
さんには、お声を掛けていただきました事、お礼申し上げます。

　２月はイベントが続き、研修生はあちらの仕事、
こちらの手伝いと慌しく行き来していました。が、
はるかぜ書店はいつもの通りのんびりペース。そん
な中ふと見ると、絵本の上にホコリが積もっている
ではありませんか･･･。掃除なんて、簡単な・単純
な(つまらない･･･?!)仕事と思われがちですが、小
売店にとってはとても大事な作業です。清潔感はお
店のイメージを左右する大きな要因なのですよ！　
自分の携わることの一つ一つが、どんな意味を持っ
ているのか、研修生にも自ら考えてもらえるように、
声をかけていかなくてはいけませんね！
�　春も近づき、何名かの研修生は、そろそろ新た
な方向へ動き出そうかという気配。自分の心や体が
ウズウズしてきたら、それが動き出す時。植物が芽
を出すように自然に任せて、気負わずに、軽やかな
ステップで。我々スタッフは、心配しつつ、応援し
つつ、見守っていきます☆

２月から平日の午前中にお手伝いさせ
て頂いている小幡沙央里と申します。
横須賀生まれの横須賀育ち、現在は池
上在住の２５歳です。
平日の午後は横浜で塾の講師として、
小中学生に勉強を教えています。
日々子どもたちとしゃべっていると、
ついつい自分が１０代の錯覚をおこし、
たまに感じるジェネレーションギャッ
プに衝撃を受けつつ、そんなギャップ
も楽しんでいる毎日です。
趣味は歌うこと、食べること、旅行で
す。
アンガージュマンでたくさんの人達と
関わって行きたいと思っています。
これから、よろしくお願いいたいます。

　２月14～16日、上町商盛会の福引セール「梅まつり」の抽選会場でお手伝いをしました。寒空の下、キッ
クオフ研修生にスタッフ・ボランティアの方を含め、19名が参加しました。シフトを組んで時間通りに動く
こと、お客様に元気に挨拶すること、商店街の方々とのやり取りなど、一つ一つが研修生にとって大切な経
験です。パワフルで分け隔てない対応をして下さる商店の方々と接することで、若者たちはなにかを得るこ
とができたはずです。また、若者の拙いながらも誠実な対応や明るい声が、商店街にとってもプラスになっ
たのではないでしょうか？　この商店街の一角に私たちがいることの意味を実感するイベントでした。　

　理事の為崎氏(中小企業診断士)とスタッフ石井を講師とし
て、約半年間勉強を続けてきた販売士講座が終了し、２/16に
５名の受講生が販売士３級試験を受験しました。これは、小
売店舗の基本的な仕組みを理解し、販売員としての基礎的な
知識と技術を身につけるものです。合否も重要ですが、何よ
り、皆が研修を重ねている「仕事」について、別の角度から
俯瞰してみるよい機会になったのではないでしょうか？

フリースペース
　　新スタッフ紹介

梅まつり

はるかぜ書店

harucafe

リエゾン団

販売士３級　受験しました!

昼食会

　毎回、メニューに悩む昼食会ですが、２月は頂き物のカブを使った「カブづくしランチ」が実現しました。
カブの肉詰めをメインディッシュに、味噌汁、炒め物、葉っぱはつくだ煮風のふりかけに。冬の寒さに当た
ったカブならではの甘さと、とろけるような柔らかさで、みんな大満足！　でした。
　食べることは生活の基本。美味しいものを楽しく食べるのはもちろんですが、調理に必要な段取りや後片
付けの大切さも、一緒に昼食を作る中で少しでも感じてもらえたらな、と思っています。
　さあ、春も近づいた３月は、どんなメニューにしましょうか?

  ２/９のボランティア・ミーティングに
は、辻村さん、河村さんが参加してくれ
ました。
�先月の活動の様子や課題などを伺いま
した。
  また、毎年ボランティア受け入れを行
っている県青少年センター主催「ひきこ
もり・不登校の子ども若者を支援するボ
ランティア体験講座」が２/６に開催され、
今回の受講生の傾向や会での様子などを
お伝えしました。本法人には３名の若者
がお越しになることになりました。２月
中では、梅まつりやフリースペースを中
心に、�大学２年生の市村さん、梅まつ
りやサポプラのイベントに社会人１年生
の辻井さんが活動に参加してくれました。
�２月はイベントと研修生の販売士試験
が重なるなど事業運営で大いにボランテ
ィアの方々が力になってくれました！ 辻
村さん、矢野さん、鈴木さん、大山さん
ありがとうございました！

　クラフトdayとは、harucafeのレンタルボックスを
借りてくださっている作家さん達に「harucafeにやっ
て来て作品を制作しませんか～！」と呼びかけて始ま
った、見学＆ミニ体験イベント。小さなことが積み重
なって、たくさんの人にharucafeを知って、利用して
もらえるようになる事を願っています。
�第１回目のクラフトdayは２人の作家さんと、飛び
入りの、つまみ細工を作っているというお嬢さんの参
加でした。
�２回目はパッチワークアクセサリー・ハワイアンリ
ボンレイetc．　５人の作家さんがやって来てくれて、
顔なじみになってきたお客さんたちと、にぎやかでな
ごやかな楽しい時間を共有しました。
�レンタルボックスには、新しい作家さんも加わって、
作品のバリエーションも増え、ますます華やかに。手
刺繍のワッペンが入荷したときは店員一同、思わず
「カワイイ～～！」
�どうぞみなさまも、お立ち寄り下さ～い！

　２月は高校入試、大学入試のピークでした。もう結果が出た生徒、結果待ちの生徒、挑戦中の生徒といろい
ろです。
�進学先も、公立校、私立校、サポート校など様々です。
�学校の補習として通った生徒、又は、不登校なのでほとんどの学習をネクストで頑張った生徒、或いは高卒
認定を取得後　大学受験に挑んだ生徒等など、それぞれの環境の中で『自分自身で決めた進路』です。どうぞ
大切に自分の道を進んで行ってくださいね。　応援しています！
�
�これからも私たちは、学校に行っている、いないに拘らず学びたい人に合わせて学習をサポートしていきま
す。学ぶことで『わかった！』『できた』と自信を持ち、自分の可能性を自ら伸ばしていけるような学習サポ
ートを目指しているネクストをご支援いただけますよう、お願い申し上げます。�
�みんな学べる、みんな学ぼう！

　ありゃりゃ　今年度最少人数12人・・・
�２月13日(日）は、汐入のサポートセンターで”のたろん
(not alone)フェア”　法人もマリーゴールドの会と共に山形
物産市、法人紹介(消しゴムハンコ＆手芸）で７人ほどが参加
しました。
 その合間に４人のスタッフで保護者会を開催しました。参加
されたＡさん「石井店長さんの一言一言に励まされました」
と絶賛。中学生の親が多く、進路決定に悲喜こもごも。確実
に変化していく子どもの姿に、親達は良くも悪くも笑顔が溢
れていました。父親の会Dadは大きな声が響き、先の見えない
ひきこもりの子どもを語りながら互いに共感しあうウィルの
母親達でした。３月は１年間を振り返りましょう、互いを讃
え合いながら。
�

ボランティア 親の会・自助グループ

ネクスト

アンガージュマン
　　　　ギャラリー




