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2012年　1月のアンガージュマンの予定
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※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～

カレンダーの見方

会議の為
フリースペースは
3:30に閉室です。
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毎週金曜日は
会議の為
フリースペースの
利用は
10：00～
となります。

本の注文は

はるかぜ書店へ

TEL　046-804-7883

雑誌・一般書籍
      ・専門書など
お取り寄せ致します。
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　(はるかぜ書店前)

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　　　　1/11,26　　　　 ３名　物品販売、陳列、チラシ配布
物産宅配　　　1/18～20　　　　３名　検品、仕分け、梱包、配達
昼食会　　　　1/11.18,25  　　３名　調理、盛りつけの補助
夜のﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ　1/13,20,27　　　５名　ともに過ごす
通信発送作業　1/30            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　　　　　

1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。

保護者会
14:00～16:00

ネクスト
　　模擬試験

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

ネクスト
　番外編

横浜市
こども若者支援協議会
フォーラム＆フリマ

神奈川県立
青少年センター
こどもフェスタ

　新年明けましておめでとう
ございます。
�年頭に当たり、子ども若者
支援をするNPO法人らしくない
発言をしたい。子ども若者は
元気に生きていると。学校へ
行かない不登校の子どもも、
就職に恵まれずにひきこもる
若者たちも健気に生きている
と。むしろ大人が傷つきお金
や人間関係に苦しんでいる。
大人が築いた現代社会が疲弊
し猛反省をしなくてはいけな
いにもかかわらず、自らの不
安に過剰反応し「学校へ行か
ない」子どもや「社会に参加
しない」若者に逆切れし叱咤
激励する。
�一つの指標として自死者を
見よう。人口比(１億２千万
人)で４０歳以上５５％、３９
歳以下４５％。自死者(31,282
人　平成22年)は４０歳以上７
３％、３９歳以下２７％であ
る。人口比の１０ポイントの
開きに対し、自死者では約５
０ポイント開いている。確実
に若者より４０歳以上の大人
が苦しみ孤立している。(39歳
を基準としたのは若者支援上
限が39歳であるため)
�若者は幸せか？　答えは明
白である。大人が不幸だ。確
かに経済成長し、家計も豊か
になり多様な文化も構築した。
しかし失ったものが多い。自
戒を込めて述べるが、核家族
化で高齢者を追いやり、妻に
子どもの教育を任せ育児ノイ
ローゼを、夫は企業戦士とし

て24時間戦い自分勝手に。総
体的にうつ病等が増え、虐待
や生活保護が増加、労働市場
は外国へ移り、恒常的な不登
校・ひきこもりの子ども若者
が生み出される環境が生まれ
た。手塩にかけた子どもの生
活を豊かにできなかった現実
に「財産や年金が子どもに食
い尽くされる」と嘆くのであ
る。

�果たして、人権も保障され
ずに独楽鼠のように働いてき
た大人のようになりたくない
と、子どもたちは行動してい
るのである。目の前の不利益
は拒否し、楽しく面白いこと
に熱中する。子ども若者の特
権を素直に表現している。生
きている現実を謳歌し、限り
ない命を輝かせている。法人
のフリースペースで出会う子
ども若者は、実に弾け生き生
きしている。家でとじこもり
学校で無口だった子ども若者
の姿とは明らかに違うのであ
る。課題は不登校やひきこも
りの生き方の承認である。学
校でも社会でも法的に保証さ
れていないのである。子ども
若者の人権を保障できない、

この国は未熟で未完成社会と
言うほかない。
�もはや居酒屋論議の若者論
を展開し(朝日新聞2011年12月
14日　古市憲寿氏[絶望の国の
幸福な若者達の著者]インタビ
ュー記事参照)、世代を嘆くこ
とではないだろう。大人は反
省の弁を語り「生きているこ
と」「命の輝き」を認め、子
ども若者に世代交代を委ねる
ことが幸せな社会を構築する
ことではないだろうか。
�今年の本法人は、３月に10
回目の就労支援ネットワーク
フォーラム(ゲスト宮本みち子
氏・水谷修氏)を開催し、６月
には実行委員会形式で映画
「扉の向こう」(不登校ひきこ
もり)上映を行う予定である。
４月から事業は行政連携が充
実し、認定NPOを具体化する。
一方、困難な財政で施設移転
も視野に入れざるを得なく課
題山積である。子ども若者に
バトンを渡すためにも強力な
ご支援をお願いし、寄付によ
るNPO事業確立を実現させてい
ただきたい。ということで、
本年もよろしくお願い申し上
げます。昇り竜の年に。　　
　（理事長・代表　滝田衛）
�

子ども・若者は幸せ？ 大人たちは？？

毎週土曜日　13：00～16：00　１回500円
学習スペースの開放を行っています。
それぞれ自分のペースで学習できる場所です。
科学の実験などを行うこともあります☆

リエゾン団　宅配
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