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2011年　5月のアンガージュマンの予定
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カレンダーの見方

学習サポート

会議の為
フリースペースは
3:30に閉室です。
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毎週月曜日は
会議の為
フリースペースの
利用は
10：00～
となります。
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サカノ　ウエノ　コトノハ イシイ　リエコ
イベント　　　　日付　　　　　定員　主な活動内容
�
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　　　土日祝日除く　　５名　話やゲームの相手、共に過ごす
物産市　　　　5/11・26　　　　３名　物品販売、陳列、チラシ配布
物産宅配　　　5/18～20　　　　３名　検品、仕分け、梱包、配達
昼食会　　　　5/11.18,25  　　３名　調理、盛りつけの補助
夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　5/6､13,20,27　　５名　ともに過ごす
通信発送作業　5/26午後､27午前 ３名  通信の折り、封入、封止め
下校時の防犯　平日
              14:40～16:00    ２名　町内の巡回、見守り　　　　　

５月のボランティア募集

参加希望の方は801-7881までご連絡下さい。

カフェカルチャー　特別版　5/18　18：00～
東日本大震災、その被災地の現状は？　現地を訪れた本法人理事
の長野氏から石巻市の状況をご報告頂きます。また、気仙沼の現
在の様子を本法人事務局石川隆博がお伝えします。生の情報を知
り、自分たちは何が出来るのか考えるきっかけになればと思いま
す。どうぞお誘い合わせの上お越し下さい。

5/13（金）マンガの会
好きなマンガは何ですか?
あなたのオススメを語るもよし
誰かのお気に入りを聞いてみるも
よし　黙って読むもよし
とにかくマンガ好きが集まってみ
ようという企画です。
あなたのイチオシのマンガをご持
参くださいな♪

　今年度より新たに学習サポー
ト・ネクストを担当する島田で
す。今までの学習を継承しつつ、
新たな学びの場を創り出します。
とはいえまだ始まったばかりで
すから、具体的には変化してい
るわけではありません。４月中
にスタッフの間で議論している
テーマ・構想を掲載したいと思
います。

　これまでのネクストでは１対
１の個別指導により一人ひとり
への丁寧な対応が出来ました。
そのことにより、一人ひとりへ
の細かい学習指導や講師とのコ
ミュニケーションが可能になり
ます。
　ここ数年の行政との協働の動
きにより、フリースペース・あ
ばうととともに学校との連携が
でき、出席の扱いになります。
これにより進路についての悩み
や不安は軽減されます。

　フリースペース・あばうとと
の併用により居場所で安心し、
ネクストでちょっぴりハードに
学習をする。メリハリのある利
用が出来ます。あばうとに来て
いる人たちと関わり合うことで、
新たな仲間づくりをすることが
できます。
　最も大切なことは学習をきっ
かけに社会参加を模索すること。
他の多くの塾等と異なる点は社
会参加を大きな目的としている
ことです。悩み、苦しみ、人と
は関わりたくないという思いを
抱えながらも、どのように社会
参加を目指していくか、その一

つとしてコミュニケーションを
取り戻すことであると考えます。

　これからのアンガージュマン
でのネクストの在り方は上に記
したこれまでの特色を継承し、
新たなものを生み出すこと。例
えば、多様な人たちと学びを通
して関わることの出来る場を提
供する。従来の学習指導のスタ
イルだけでなく、興味をもって
主体的に参加できる学びを創り
出します。また、直接利用する
子どもたち、若者たちだけでな
く、保護者様も含めて一緒にな
って活動できる場を作りたいと
考えています。
　町の中からの社会参加…学習
サポートで出来ることは何か、
常に問い続けていきたいと考え
ます。今後ともご支援のほどよ
ろしくお願いいたします。いつ
でもお待ちしています。
　　　　　　　　　(島田徳隆)

ネクスト・ジェネレーションネクスト・ジェネレーション
新たな学びの場を創造する新たな学びの場を創造する

これまでのネクストの特色

新たなネクストへ

　朝、駅に向かうバスの窓から外を見ると、十字路の少し手前、並木というには情けないような銀杏が十数本。
その、乾いた、剥がれかけのかさぶたの様な樹皮から、ある朝突然、緑色が染み出してくる。とてもとても小さ
な、けれど紛れもなくあの銀杏の葉と同じ形で。それが日に日に、量を増し大きさを増して湧き上がるのを見る
と、気忙しいような晴れがましいような、つまり、春が来てしまったんだ、と思う。
　緑色が染み出す、というのは『ボタニカルライフ』（いとうせいこう著）に出てきた言い回しで、そのことを
思い出すと、同書の中でカレル・チャペック大先生の、と紹介される『園芸家の12ヵ月』に連想が及ぶ。その本
の隅々にまで立ち込める、ユーモアと無邪気とも思えるほどの園芸に対する情熱。「わたしたちには芽が見えな
いが、それは芽が地面の中にあるからだ。わたしたちに未来が見えないのは、未来がわたしたちの中にあるから
だ」そう、緑の小さな葉は準備されていた。見えない場所に存在したものが、ついに現れた。それは当然だった
のだと納得しつつ。しかしその勢いに何度でも驚いて、ああ本当に春が来ていて、もう何も留めることは出来な
いんだなと、諦めのような清々しさで、思ったりしています。
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　４月のあばうとは、みんなでカラオケに行ったり、博物館に行ったりしました。博物
館では、横須賀の町の移り変わりや動物のはく製、竪穴式住居、石器時代～近代までの
人々の文化、精巧に作られたジオラマを見てきました。また久しぶりにサッカーに１時
半過ぎから、４時まで汗を流しました。Ａさんご協力ありがとうございます。
　４月と言えば色々な変化が生じる時期ですが、あばうとの子たちもそれぞれの成長を
見せています。自分はどれだけ成長できてるかな…。　　　　　　　　　　　　　助川

　harucafeのレンタルボックス＆レンタルスペースがオープンして1年になります。作
品発表の場としてこれまで36名の方々がボックスを利用して下さいました。ありがとう
ございます。これからも、研修生と共にcoffeeの良い香りに包まれて人々が楽しく集え
る、より魅力的なお店作りを目指したいと思います。　　　　　　　　　　　　　三浦

　就労支援プロジェクト・キックオフでは日頃の研修の中で個別対応を大切に考えてい
ます。今回、震災後のキックオフ再開にあたり、改めて研修生本人ととスタッフ数名と
いう形で面談を行ないました。
�緊張した人・そうでもない人、色々でした。人の前で質問されて、考えをまとめて答
えるのは、大変だったかな？
�面談を通して、自分自身の変化に気づいたり、新たな方向性が見えてきたり、また個
人々々にとって必要なことを知ってもらったり・・・と一緒に整理しながら、より充実
した研修を体験してもらえればと思っています。
　また、今回数名の保護者の方にはお越し頂きましたが、今後はさらにご家族とお話出
来るような機会を増やして行けたらと考えております。　　　　　　　　　三浦＆石井

　4/13のボランティア・ミーティングは、今年度最初ということで「今年の取り組み」
について話し合いました。今回は幸嶋さん、久しぶりに矢野さん、伊藤さんが参加して
くれました。
�昨年度の経験を踏まえて、お菓子作りを行ってくれた矢野さん、昼食会で調理にお手
伝いただいている幸嶋さんからは、「自分の心の安定に役立っている。人のためという
より自分のためという感じ」と。それぞれが持っている日頃から取り組んでいることを、
アンガージュマンの場を使って実践していただくこと、またボランティアとして足を運
んでいただくことで、心のゆとりを持つことにつながっていることが大切な活動の要素
と思いました。
　これから講座のなかで「身体を動かす」「頭を使う」「集中力を高める」「生活力を
高める」「就活対策」といった面で具体的に内容を絞って、関わっていただく方を募集
していきたいと思います。
�また地元自治会からは小学生の下校時の防犯目的で、14:40～16:00ぐらいまででの時
間帯で町内を巡回するボランティアも新たな活動として期待がかけられています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川隆博

　毎月３週目に行なっているリエゾン宅配ですが、今までは2,000円以上で配達料無料
で行っておりましたが、４月より配達料として300円頂く事と成りました。その経緯に
ついてお知らせ致します。
　現在筆者は当法人理事である為崎氏のご紹介により宅配事業等研究会という集まりに
参加させて頂いています。これは、県内の商店街や事業主が意見交換をする場です。ち
ょうど先月の震災当時に、リエゾン団について色々な人に話す機会とアドバイスを頂き
ました。その中で出た様々なご意見を、毎週水曜日２時から行っているリエゾン団定例
会議に掛けました。
　今までは、やはり採算という点では、厳しい状況でした。おまかせパックの原価引き
下げを行うよりは、配達料を頂く事で現在の品質を保つ事を、と考えました。私は最初
2000円のおまかせパックに対して500円の配達料は？　と提案しましたが、リエゾン団
員達から、「それは頂き過ぎ」や「4分の1の金額を配達料として上乗せするのは、やり
過ぎ」と意見が出ました。その後も400円なのか、それとも300円なのかと、意見が割れ
ましたが、最終的には満場一致で配送料は300円と決まりました。
　このように一つ一つ自分たちでとことん話し合いながら進んで行くリエゾン団を見守
りつつ、宅配をご利用頂ければと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　石川藍

　相談　～つながる、安心できる、解決する～�
�４月前後からいくつか相談が寄せられています。また利用している子どもや若者とも
面談し、今年の課題を相談してきました。多くの人が、悩みは人には言えず自分で解決
しています。結論的に言えば「そのとおり！」、常に答えは自分の中にあります。
�「止まない雨は無い」と自然現象でも明らかなように、この世の中で解決できないこ
とはありません、諦め受け入れることを含めてですが。東日本大震災、悔やんでも悲し
んでいても仕方ありません。受け入れる復興のパワーに変えていくしかありません。�
�25歳の青年、中学３年不登校その後ひきこもる。13歳の少女、中学入学後不登校で人
と会うのが嫌。高校３年生の男子、何もしたくない、自分が嫌いで人にも嫌われている。
20歳の若者、人とコミュニケーションができない。皆、悲しく辛い日々を送っています。
（プライバシー保護の工夫をしています。それぞれは事実です。）�
�学校へ行っていない、社会に出ていない、このままの自分ではダメ。学校を社会を拒
否する自分、即ち自分を否定しています。そう、自分を否定することが辛く苦しいので
す。「生きているだけでいい」のです。生きる価値や意味に惑わされないことです。生
きていく力とは、自分を肯定することです。相談を通して自分の知識理解を問い直し、
生きることを受け入れましょう。だから「つながり、安心し、解決する」のです。それ
が相談です。年間でも継続相談を受け、多様な機関(行政・医師・職業)へのコーディネ
ートもしています。コーディネートは無料です。　　　　　　　　　　　　　　　滝田
�　
○相談日時　月～金　10時から20時　※お電話ください、必ずその週には実現します。
○相談形態　個別面談、相談個室対応(フリースペース側、書店２階　お選びください)
○相談料金　１回　7350円（会員　6300円）　
　　　　　　年間契約　100,000円(何回でも相談を受けられます)
○担 当 者　滝田衛(臨床発達心理士)　
　　　　　　スタッフ：島田徳隆・石川隆博・石井利衣子・助川英一　

リエゾン宅配『おまかせパック』

　　　　　　　　　　2,300円(配達料込み)

　山形の味覚を詰め合わせ！何が入るかはお楽しみ！

　
配達日　　５月18～２０日
締め切り　５月11日

お申込はリエゾン団まで　046-801-7881

カフェカルチャー
お茶を飲みつつ、お話しませんか？

今回のテーマは「不登校って…!?」
皆さんの疑問質問を持ち寄って、
新たな視点から眺めてみましょう！

５/27（金）14：00～
場所　　harucafe
参加費　1,000円（お茶代別）

申込は　046-801-7881　滝田まで

リエ
ゾン
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キック
　オフ
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ボラン
ティア

４月のおまかせパック☆玉ねぎ・大根・他にも色々♪

リエゾン会議
中。

　白熱した議
論が・・・！ この急坂も

気をつけて運びます！




