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2011年  7月のアンガージュマンの予定

月(Mon)　　火(Tue)　　水(Wed)　　木(Thu)　　金(Fri)　　 土(Sat)　　日(Sun)

学習サポート        学習サポート         学習サポート        学習サポート        学習サポート

学習サポート        学習サポート         学習サポート        学習サポート        学習サポート

学習サポート        学習サポート         学習サポート        学習サポート        学習サポート

学習サポート

学習サポート        学習サポート         学習サポート        学習サポート        学習サポート

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※

TimesNewRoman　24ｐｔ　Regular
何月？HGP明朝B　３６ｐｔ

予定　ＭＳ明朝　８ｐｔ　幅-100　高さ　125％

※は閉室の印ですが

事業により行います

amは 10:30～
pmは 13:30～

７月のボランティア募集

　2011年度通常総会が６月17日
(金)に当法人内フリースペース
にて18時50分から行なわれまし
た。石井利衣子の司会で、議
長：河合仁さん(会員)、書記：
助川英一さん(会員）を選出し、
資格確認を伊藤一機より、正会
員総数198名に対して、出席者
32名、委任状数75名、合計107
名によって、定款第27条正会員
総数の２分の１以上出席があり
との報告を受けて、今年度議案
は承認され、無事に終了されま
した。以下が概要です。
�第一号議案　役員改選の件で
は、監事：原正年氏が退任され、
新たに丹澤芳明氏が就任致しま
した。
�第二号議案　2010年度事業報
告、第三号議案　2010年度収支
決算報告（平成22年度収支決算
報告書・平成22年度貸借対照
表･平成22年度財産目録）監査
報告、第四号議案　2011年度事
業計画案審議、第五号議案　

2011年度収支予算案審議。
　2010年度事業報告では、山形
物産事業・孫の手事業・宅配事
業の統合(リエゾン団)と、はる
かぜ書店内に新たにharucafeを
開店。若者の社会参加を促す就
労支援センターの充実を計りま
した。

�また、かながわボランタリー
基金21協働事業負担金が最終年
度にあたって、充実した事業を
安定的に提供する為に、各部門
別での月別実績に把握に努めま
した。平成22年度貸借対照表で
は、売掛金に対しての質問があ

りましたので、対処いたします。
　監査報告は、監査の結果は適
正に支出され、第三号議案の報
告に相違ないと承認されました。
　2011年度事業計画としては、
はるかぜ書店・harucafe・山形
物産事業・宅配事業を統合した
若者の社会参加を促す就労支援
センターの充実を図ると共に、
子ども・若者の生活基盤の安定
を築く事業展開を目指します。
�2011年度収支予算書を承認さ
れました。来賓の上町商盛会商
店街振興組合理事長森昭氏、
Ｕ･Ｓ･Ｎ会長川口泰弘氏よりご
挨拶頂きました。
�また、2011年度事務局は、事
務局長 石井利衣子、事業部長 
島田徳隆、管理部長 石川隆博、
会計庶務 伊藤一機の４名の体
制で進めていくことと、フリー
スペース担当に小幡沙央里さん
を加え、より事業の充実を図っ
ていくことをご報告致しました。
�　　　　　　　　　(石川藍)

坂の上のほおづえ　三浦恵子

※７/２５より節電等の為サマータイムを導入し、あばうと9：00～13：00、ネクスト9：00～16：00と致します。ご了承下さい。
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前月号の号数の表記に誤りがありました。正しくは88号でした。お詫びして訂正いたします。(石井)

クラフトｄａｙ　7/28 (木)　13：00～
　毎月、手芸の作家さんをお招きして、アクセサリーやク
ラフトテープのカゴなどをつくる、ミニワークショップを
行っています。どれも簡単にできるキットをご用意
します。アロマオイルを使ったハンドリフレもあり
ますよ！　申込は不要。参加費は実費程度です。　
　　　問い合わせ　harucafe　046-804-7883

参加希望・物品提供下さる方はご連絡下さい。046-801-7881　担当　石川隆博

　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、ともに過ごす�
�物産市　　　　7/11・26　　　　　３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布�
�物産宅配　　　7/19～21　　　　　３名　検品、仕分け、梱包、配達�
�昼食会　　　　7/5.12,19,26  　　３名　調理、盛りつけの補助�
�夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　7/22,28    　　　 ５名　ともに過ごす�
�灯ろう夜市　　7/15　　　　　　　５名　販売補助　�
�通信発送作業　7/29              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�
　差し上げます　ファンヒーター　　２台　詳細は、事務局まで　　　　　　

物品募集
扇風機・サーキュレーター
　　　　　　　　　　暑さ対策の為
フェイスタオル（約35×90）
　　　    　　乗馬講座で使用の為
謄写版(ガリ版）用
　　　　・ロウ紙(原紙)
　　　　・鉄筆
　　　　　　    　　冊子作成の為
ボードゲーム・カードゲーム
　　　　　　　　　　　あばうと用

毎週水曜日
14：00～16：00リエゾン会議
16：00～18：00リエゾン作業 　コーヒーとの出会いは小学生の頃。コーヒーの粉がわが家に到来し、父がパーコレーターを買って

きました。コードの付いたケトルのような形をしていて,フタのつまみの部分がガラスのドームのよう
になっていました。沸騰したお湯は管を通って昇り、ドームにぶつかってコーヒーの粉の上に振り落
ちます。しばらくすると芳しいコーヒーの出来上がりです．子どもながらに美味しいと思いました。
勿論カフェ・オ・レですが！　そして、フェイバーさんやジェスやスリムの飲んでいるコーヒーもこ
んな風かしらと想像したものです。やがて高校生位になると喫茶店はおしゃべりを楽しむ場になりま
した（インベーダーが侵略してくるまでは）。私の思い出の中にはたくさんの喫茶店が出てきます。
それらはすべて個性豊かでありました。社会そのものが個性を大切にし尊重しあっていたように思い
ます。今harucafeでコーヒーと関わり、若い人々と関わりながら、今昔に思いをめぐらす、日々であ
ります。

２０１１年度　通常総会　子ども・若者支援の充実を！



カウンセリングから始まる私たち
�
�毎週10人前後のカウンセリングを実施しています。カウンセリングを継続する私、初回の相
談からあばうとを使い始める私、アウトリーチ家で出会う私、様々な私がいます。共通してい
るのは、どうしてよいのかわからない悩みを持つ私、困っているけど歩み出せない苦痛を感じ
る私、キックオフに参加しているものの充実感がない私…がそこに居ます。私という世界、そ
の中にどっぷり住みついている私、私が私でありながら私自身に違和感を持ってしまうという。
カウンセリングは謎解きです。交わされる言葉の中にキーワードを見つけ、相談者と一緒に問
返しながら考えていくと、大事な言葉が見つかり一筋の道が見えます。私でなく私たちの営み、
それがカウンセリングです。孤独で孤立した不登校やひきこもり、親とカウンセラーと共に歩
み出し私たちとなる。学校へ行かないことに苦しむ中学生、成人となった息子に責め続けられ
る母親、親子が気遣いで疲れる家庭。明けない夜はありませんから。　　　　　　   (滝田衛)

　６月は、天気が不安定な日々が続きましたが、あばうとではＵＮＯやアルゴ、ジェンガ、ダ
イヤモンドゲーム、トランプをして過ごしました。ＡＫＢ48の江口愛美がＣＧかどうか話した
り、総選挙の行方を予想したり、投票した子もいました。また晴れた日は、はまゆう公園のグ
ラウンドを借りに行きました。僕の手違いで、１時間早くついてしまい、時間まで、みんなで
ドッジボールをしました。一緒に来てくれたボランティアの人達がとても上手で、みんな楽し
く過ごしました。サッカーは、いつもより多く人数がそろったこともあって、みんなで作戦を
立てたり、ポジションを考えてパスを出したり受けたりすることが出来ました。司令塔の人は
大活躍でした。またお昼作りに、食器洗いと大活躍した子もいました。そして７月の灯ろう夜
市に向けた灯ろうの切り出しを、自分から積極的に手伝ってくれた子もいました。６月もあば
うとは、賑やかでした！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（すけさん）　

　これまで、主に午後から行っていた授業ですが、午前中に勉強したいという子が出てきたこ
ともあり、午前中から授業が行われております。今までと同様に子どもたちにとって学びやす
い環境を作ることを考えて行っていきます。新しく先生も加わり、フレッシュな授業が展開さ
れています。個別的な学びだけではなく、集団での学びを提供していきたいと考え、企画をし
ていこうと思います。フリースペースと繋がりながらの学びも考えられるし、遊びを交えた講
座のようなものも面白いのではないか、いいアイデアがあればどうぞ教えて下さい。
�ちなみに、近隣の大学に働きかけて、大学生の新しい感性を発揮できる環境づくりを出来な
いものか、考えているところです。従来にない柔軟な発想に期待して、より多様な学びの空間
を創り出したいと思います。
�現在、小学生から若者まで９名が頑張っていますよ！　　　　　　　　　　　　(島田徳隆)

　はるかぜ書店では毎月、ボランティアの講師をお招きして絵本のよみきかせを行っています。
研修生手作りのポスターの効果もあり、近隣の幼稚園のお子さんで賑わっています。
�また、６月は豊島小学校の“仕事調べ学習”や、坂本中学校の職業体験の受け入れも行い、
地域の一商店としても子どもたちの学習の場となりました。
�カフェではクラフトＤａｙを開催し、レンタルボックスを利用する作家さん同士の交流の場
として、また、アクセサリー作りやハンドマッサージなどが気軽に体験できるワークショップ
として、楽しい機会を持つことができました。
�また、支援者のご協力もあり、harucafe開店より１年が経過して（やっと！）カフェの看板
を設置いたしました。今後はよりお店らしく！　を目指して、メニューの充実や内装にも力を
入れていこうと考えています。まずはココアがメニューに加わりましたので、ご賞味ください
ね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(石井・三浦)

山形をあがらっしゃい！　ふれあいフェスティバルin総合福祉会館�
�６月５日（日）、リエゾン団では「販売促進」と「接客体験を積む」目的で、出張販売を行
いました。
　今年２月に行われた「のたろんフェア」ではマリーゴールドの会さんとの協働で農産物販売
を行い、市民活動団体やその関係者が集うイベントで、予想を上回る反響があり、売上も向上
しました。環境自然への関心や食の安全、安心、健康への意識をもった方々が多いように感じ
ました。
�その経験から今回は福祉関係団体やその関係者が多く集うイベントでの実施となりました。
出店手続きの遅れもあり、最上階の８階での営業となりましたが、多くの方々に山形産品をご
購入いただきました。いつもとは勝手の違う環境のなかで、団員も刺激を受けていました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(石川隆博)

　６月８日（水）の定例ミーティングには、辻村さん、幸嶋さん、矢野さん、伊藤さんの４名
が参加してくれました。
�まず先月の振り返りを行い、来月の予定を確認しました。事務局から今年度も市民活動サポ
ートセンター主催「夏のボランティア活動体験」に参加団体として登録し、７月１６日（土）
～８月３１日（水）で実施することをお伝えしました。お菓子作りでは、５月ということにち
なんで柏餅でした。かなりの量を作ったにもかわらず、人気沸騰であっという間に若者たちの
お腹のなかに吸い込まれたとのことでした。また先月の課題としてあがった「ひとり一人への
対応」について話を深めました。「相手の耳に言葉は届いているという感覚が、相手の反応を
期待する」日々の積み重ねのなかで身につけたことに縛られていることを感じました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(石川隆博)

自助的な第一歩　６月１２日(日）午後２時から行いました。
�
�アンガージュマン保護者会の船出。お父さんお母さんスタッ
フ一堂に会して思いを交流しました。今回から司会と記録を保
護者が分担。Ｔさんが司会、Ｍさんが記録。ざっくばらんな意
見交換が進められました。全員で21人(中高校生の親御さん５
人、それ以上年齢の親御さん12人、スタッフ４人。ご夫婦２組、
男性７人。)テーブルの上にはレトロな謄写版、はるかぜ出版
局への寄贈品。34年前に滝田が使っていたもの。この雰囲気が
親の本音トークを誘いました。初参加の不登校中３生の親御さ
んのドライブトーク、大学生の親御さんの小鳥の命トラブルト
ーク、ここに初参加の中学生不登校の母親の夫婦関係悩みトー
ク。そして男性・父親論から、妻に考えを変えさせられた夫ト
ークのさく裂。ひとり親の葛藤、子どもの理解が進まない夫婦
間の苦闘、社会観など、とっても心を揺すぶられ、親相互の共
感と子ども理解が進んだ保護者会でした。司会Ｔさんの素敵な
お声掛けで２時間半があっという間。お二人の方がＴさんと再
会でした。Ｍさんの丁寧な記録に感謝です。　　　　(滝田衛)

☆6/17 懇親会の様子。皆さんゴキゲンです☆

　今回のメニューは”上町づくし”。商店街のお店から、美味しいものを
取り揃えました。総会にも参加した中学生が、買出しから配膳まで、フル
回転☆　でがんばってくれました！　久しぶりの再会あり、いつものメン
バーありで、夜遅くまで盛り上がりました。

みんなで語ろう！
　　　　サブカル昼話(7/8)

　２ヶ月続けてマンガの会を開催し
たところ、マンガ原作のアニメも見る
よね・・・などと話が広がったので、
今回は、マンガ、アニメ、ゲームなど
など、サブカル全般に話題を広げ
てみようと思います。
　普段、ｱﾝｶﾞｰｼﾞｭﾏﾝには行ってな
いけど、のぞいてみたいな！　という
方は、046-801-7881まで、お申込
下さいね。

灯ろう夜市
7/15(金)　6:30点灯

　アンガージュマンの皆で
作成した段ボール灯ろうが
上町の通りを彩ります。　
　当日は地域の皆さんに楽
しんで頂けるよう、ビール
とソーセージの販売もしま
す。会員の皆さんも、ぜひ
浴衣で上町散策においで下
さい。
　なお、当日の販売をお手
伝い頂ける方を募集してお
ります。お願い致します。
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