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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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フリースペースは
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貿易センタービル
に集合！
 山形物産販売

参加希望の方はご連絡下さい。TEL　046-801-7881
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　(はるかぜ書店前)

保護者会
14:00
　～16:00

 １０月１５日に「不登校生徒・高校中退者のための進路情報説明会・不登校相談会」が開催された。
主催者は滝田が会長を務める神奈川県学校・フリースクール等連携協議会と神奈川県教育委員会。参
加者は１００名弱。不登校生徒が多くいる横須賀の現状からすると、生徒や保護者全員にきちんと情
報が伝わっているかどうかは今一つこころもとない。しかしながら、定時制・通信制をはじめとする
公立高校や私立高校、高等専修学校、各種学校や公立の相談機関、フリースクールやフリースペース、
今回はハローワークも参加して相談ブースを設けた点は極めて有用な会だったといえる。
�
�神奈川県教育委員会はＮＰＯとの連携を勧めているため、私たちのような団体も同席し、参加する
ことが当たり前になっている。そのため、どちらの考えもわりと通じやすいし、普段からコミュニケ
ーションが取れている感覚がある。これは滝田が会長であるということではなく、それ以前からの感
覚だ。少なくとも行政が子どもたちにとって強力なバックアップをするという安心感がある、という
ことが非常に重要だ。また、学校や行政や家庭や地域などの間にたって取り組みをする、というＮＰ
Ｏの立場からいっても、極めて自然な立ち位置だ。
�
�アンガージュマンは今年度より不登校をなくそうというスローガンを掲げて活動をしている。しか
し、これは実を言うとスローガンを掲げているだけで、それまでの活動とあまり変化はしていないの
だ。どこのフリースペースも同様ではないかと思うが、おそらくほとんどの子どもたちが学校復帰を
遂げているはずだ。そのため、あくまでも外向きにスローガンを掲げてみただけだ。
�
�学校復帰にこだわらないスタンスは子どもたちにとっての安心感になる。ただし、学校がそのスタ
ンスを取ることは出来ないから、対応が困難になるのではないだろうか。…というような議論を飲み
ながら交わした。それは今回の会の打ち上げの席でだ。学校の先生たちが多忙を極めている昨今、Ｎ
ＰＯとの連携を始めとする地域資源の活用はこれから求められるはずだ。
�
�今年度は子どもたちや保護者へのアウトリーチに重点を置いて活動をし始めているが、今回の会を
踏まえて、学校の先生に対するアウトリーチ支援の可能性を探りたい。さて、それは大げさなのであ
って飲みながら議論をする、あるいは飲まなくてもよいのだが、とにかく議論をする場を作る、とい
う取り組みをしてみたい。
�
�全てはこどもたちのためだ。                                                  （島田徳隆）

�今年も、残すところあと２ヶ月！ プロ野球もクライマックスシリーズが始まり、今年はどの球団が日本一
になるのでしょうか？ 私個人としては、パリーグの埼玉西武に頑張って欲しいと思います。
　さて最近になって思うことは、アンガーを卒業した人たちが、今はどうしているのかな～？ と。開設当初
から居る私にとっては、出会いと別れを繰り返してきているので、どこかで再会できればな～と思っています。
何故そう思ったかと言うと、この坂の上を書くにあたって、正直どんな事を書けばいいのか分からずホームペ
ージ上にある通信のバックナンバーやデジカメで撮った写真などを見ている内にそう思い、書きました。また
どこかで再会する事が出来たら、その頃の話を笑顔で話せたらいいな～と思います。

社会見学
　　　（軍港巡り）

ネクスト
　　番外編

ネクスト
　　番外編

ネクスト
　　番外編

ネクスト
　　番外編

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　　　　11/11・25　　 ３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布�

物産宅配　　　11/16～11/18　３名  検品、仕分け、梱包、配達�

昼食会　　　　11/2.9,16,30　３名　調理、盛りつけの補助�

夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　11/4,11,18,25 ５名  ともに過ごす�

通信発送作業　11/30      　 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　

１１月のボランティア募集

クラフトDayのお知らせ
レンタルボックスを利用して頂いている作家さんをお招きして、
見学・交流・制作体験を目的としたイベントを行っています。
手芸に興味のある方、アクセサリなどオーダー希望の方、
日頃の疲れを癒したい方には、ハンドマッサージも体験できます。
会員の皆様もぜひお立ち寄り下さい。

日時　　１１月２４(木)　13:00～17:00
場所　　harucafe
料金　　見学無料・ワークショップは実費（300円くらい～）
問合せ　harucafe　046-804-7883

坂の上のおもいで・・・　　伊藤一機

<進路情報説明会・不登校相談会　開催>

こどもたちのために･･･NPOとの連携を！

リエゾン団

おまかせパック
2,300円/配達料込み
山形の野菜や加工品、長井の
野菜など、アンガージュマンに
関る取引先から、季節のおい
しい物を詰め合せて、若者達が
お宅の玄関までお届けします。
どうぞ、ご賞味下さい。



�<認定NPOへの道 第２弾> 友人・知人紹介キャンペーン　(別紙参照)
�
�毎日のように郵便局から封書が届き７～８枚の振込通知が入っています。９月に始めた１００人キャンペ
ーン、振込口座番号を誤っていたために大変ご迷惑をおかけしました。それでも振込番号を郵便局で調べて
振込をしてくれる方が数名いました。「番号違いですよ」とお教えいただき「呑気ね！(法人の緩さに同情
して？)」とのお叱りも含め、感謝に堪えません。10月にはお詫び方々再度の１００人キャンペーンを再開、
10月21日現在約83人が総計61万円余を超える寄付をお寄せ下さいました。ありがとうございます。そして、
友人・知人紹介キャンペーンへのご参加をお願いします。
�昨年来、内閣府は２つの動きを作りました。一つは「子ども若者支援推進法」法制化で子ども若者支援環
境、地域協議会作りを押し進めました。今一つは「新しい公共」でNPO税制改善によるNPO財政基盤環境づく
り促進です。個人責任を解消する内閣府の動きは、子ども若者の社会環境改善の動きとして大歓迎します。
�本法人は創設以来、自前の事業で財政確立を進め、独自事業(各種利用料・書店カフェ・リエゾン等)で法
人財政の４分の３は賄えるようになりましたが、会費・寄付金は10分の１、助成金・委託金合わせて全体の
４分の１前後です。結果、スタッフ賃金を低額に抑えざるを得ず、利用者の負担も軽減する事が出来ない現
状です。
�不登校・ひきこもりの子ども若者、そして親御さんには多くの支援者が必要です。寄付金で法人財政を担
っていただくことは支援力を示すことです。認定NPOになることで、当法人の社会貢献への認知につながり
ます。また、認定NPOとなることで、寄付者に税制優遇が発生します。認定NPO法人への寄付者は寄付金に応
じた還付を受けられ、その社会貢献が高く評価されます。
�東日本大震災への寄付活動は同情や慈悲ではなく、復興を支える社会貢献です。総ての寄付は社会環境づ
くりの行動です。本法人への寄付を通して、子ども若者支援の社会環境づくりに共に進んでいただけること
を願います。法人への寄付を、更に友人・知人の皆様へ広めて下さい。
�本法人のミッション”子ども若者の社会参加”は社会貢献事業、多くの支援者で実現する事業です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表　滝田衛）

�　　「アウトリーチ　訪問・接近法」社会との接点を（別紙参照）
�
�社会参加を具体化した若者たちが時々顔を見せ、金曜日の夜のフリースペースに集います。”たまりば”
効果、法人冥利に尽きます。社会と家庭の間（ま）です。ハンドルに遊びがあるように、直線を迂回するよ
うに、毎日に遊びがあるように、そんな具体がアンガージュマンにはあります。相談もどうぞ。
�10月通信送付で「アウトリーチ始めます！　別紙参照？」しかし『別紙がどこにもありませんよ～』とま
たまたご教示をいただきました。ごめんなさい。今回は同封します。
　「家に居たら出そびれました」との明言(迷言？）笑い話ではありませんが、右足から出るのか左足から
なのか？　”家から出る”その出方の、笑えない現実がそこにあります。これまで何人もの人が「出会い→
相談→カウンセリング→フリースペース→キックオフ→社会参加」の紆余曲折を経ています。何より大切
な”出会い”です。中々出会えない現実の中で、敢えて出会う方法を模索しましょう。きっかけ、タイミン
グ、そしてチャンスに使って下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(滝田衛）
�

ボランティア活動に求めるものとは・・・

　10/12のボランティア・ミーティングは、担当者の所用もあり、中止となりました。最近、近郊からのボ
ランティア希望者が増えてきました。動機はさまざまですが、社会との接点を再び求めてお越しになる方々
が目立ちます。「家から外に出る機会が少なくなった」「休職中で、家に閉じこもりがちになって」「リス
トラ後、介護で１０年」などなど。こんなところにも、人とかかわることの大切さが見え隠れしています。
ボランティア活動に何を求めるか、また何が提供できるか、ひとり一人と話しながら、よりよい活動になれ
ばと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　 (石川隆博） 
�

　10月はスタッフ小幡のサプライズパーティーから始まりました！　中
学生が企画してくれて、利用者さん、スタッフさんが祝ってくれました
♪　飾り付けやケーキ作りを頑張ってくれて、みんなの気持ちがとても
嬉しかったです。
　その後、突如浮上したハロウィンでのお化け屋敷企画！　色々と仮装
のためのメイク道具や怖いオブジェを買いにいきました。頭の中にある
こわーーいお化け屋敷。果たして当日までに形にできるのか・・・？　
着々と準備を進めなければ・・・と思いつつこれを書いています。英会
話では一足先にクリスマスの準備です。Ｏ君、あんばいさんがクリスマ
スソングをハモリの練習を一生懸命しています。他にもみんなで歌える
曲の練習にも取り掛かります！　後半ではテトリスブームがやってきま
した（ただ単に小幡がやりたがっているだけという噂も）。みんなで対
戦しながらやっていますが、Ｔ君、Ｏ君、Ｎちゃん、強いです。勝てま
せんーー泣。秋だからか、みんなの気分もなんだかそわそわしています
が、11月もあばうとは元気いっぱいで寒さに負けず楽しくいきたいと思
います！　　　　　　　　　　　　　　             （おばたさおり）
�

ネクスト番外編開講！！というか出発！！（別紙参照）�
�若手のホープ二人の企画によるネクスト番外編が１１月から行われ�ます。実に楽しみな企画です。新た
なネクストの可能性を探るきっかけになります。
�今号の通信の記事を書こうと日曜の夜に（しかも締め切り過ぎて）�フリースペースに侵入したところ…。
なんと二人がいました！
�「近所に住む子どもたちに開かれたスペースに」「違う学年の子どもたちと触れ合える場所に」「（自身
が）自宅以外で勉強できる場がなかった（あったらよかったのに）」「もっと色んな人にここを知ってもら
いたい。特に平日には来られない人たちに」「幼稚園児にひらがなと英語を教えたい」「早期教育には疑問
があるが、とにかく楽しく遊んで楽しく学んでほしい」�島田は電話番の置き物くらいの気持ちで企画に乗
っかりますが、一応の形ばかりの責任者ということで参加します。何より、二人だけの楽しみにはさせない
ぜ！という感覚です。皆さんお誘いあわせの上、フラリとお立ち寄り下さいね。�　　　　　（島田徳隆）

秋だ!　芋煮だ!　山形の皆さんも来たよ！

　10月は、「山形物産市ＩＮ上町秋の大収穫祭」と言う事で24日(月)か
ら26日(水)の3日間開催しました。毎年収穫祭には山形より、新農業人
ネットワーク山形（旧山形県新規就農者ネットワーク)の方々が来て下
さるので、普段のアンガージュマンだけで行うのとは一味違う山形物産
市になります。店頭に、野菜・果物や米・加工品等が並ぶのはいつもの
とおり。しかしそれに加えて、山形の郷土料理、芋煮や玉こんにゃくが
並びます。鍋から立ち上る湯気に足を止めるお客さんも沢山いらっしゃ
いました。販売面では、生産者がどの様にして販売を行うのかを見て、
リエゾン団員・研修生共々なにか感じ取れるものがあればいいものです。
私自身、色々お話して得た商品の知識を今後の販売に活かせればと思い
ます。24日(月)14時からは3.11後の山形の様子や被災地での活動につい
てハルカフェにて伺いました。被災地では、毎月11日に炊き出しを行い、
仮設住宅などに慰霊の為に花を配っているそうです。　　　　(石川藍)

ハッピーサプライズ！　そして･･･ハロウィンには、恐怖の叫びが･･･!?

カフェカルチャー番外編　～市長と子どもと横須賀と～

　10/20(木)カフェカルチャーに吉田雄人横須賀市長をお招きして、
フリースペースを利用する中学生や商店街の若手の皆さんとの対話の
時間を持ちました。子どもたちのキワドイ(!?)質問にも真摯に答える
吉田市長。商店街の皆さんとは横須賀の街づくりについての意見が交
わされました。ざっくばらんな雰囲気の中で顔の見える関係が持てた
ことで、アンガージュマンがそのような場のチカラを築いてきたこと
を実感するイベントでした。　　　　　　　　　　　　(石井利衣子)

教わるよりも、学ぶこと。　
　キックオフで、身につけてほしいこと。困ったときに人に聞けること、間違ったときに素直に謝れること、
周りを見ること、その場に合わせて自分で考えて行動すること。教わるよりも、学ぶこと。難しいけれど、
社会の一員として自律するために必要なのは、そんなことではないでしょうか？　･･･言うは易し。自分も
一緒にと、いつも考えています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(石井利衣子)
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昼食会じゃなくて

理科の実験中！

　クリスマスに向けて
　　ザビエルズ♪♪

商盛会の会議中！ 今日のお昼は懐石風 熱戦が繰り広げられています。




