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山口県山口市秋穂西１２６７

０８３ー９８４－３７４２

ブログ http://blog.canpan.info/sasaetene/

（皆幸せに）

”ひきこもり人材センター動き出す”
～中間就労の場づくり～

１０年前程から「ひきこもり」が社会的な問

題として浮上しています。内閣府の調査（Ｈ２２

年度）では全国で約７０万人の若者がひきこも

り状態にあり、山口県の場合推定５千人から１

万人と言われています。

その中でも、部屋から一歩も外に出られない

完全ひきこもり者は、約１０％とその状況にも

格差があり、回復のきっかけを掴めば、アルバ

イト程度は挑戦のできる若者が多数存在してい

るのも事実です。

彼等が求めているのは「きっかけ」かもしれ

ません。そのようなチャンスから縁遠いが故に

ニートと呼ばれている存在でもある訳です。

フリースペース「和の家」は、本年度から巣

立ちを促す「人材センター」を設立しました。

経済的な自立はひとまずおいて、先ず家族と

いう組織の中に参加出来るか。（家族参加）次

にフリースペース「和の家」のような居場所の

中で、仲間との関わりを深める集団の中に入れ

るか。（施設参加）

そして、バイトや契約社員として就労の世界

に入り、働くことが出来るようになれたのか。

（社会参加）一つ一つ確認しながら、一段一段

とステージを上がっていくことになります。

当面は家族機能を回復することによって、彼

等の背中を押すきっかけづくりが大事であり、

必要なようです。

センターは、働きながら学び、学びながら働

く、いわゆる中間就労の場造りをめざしている

ところです。最近の動きでは、前号（３０号）

でも取り上げましたが、歴史的建造物の屋根葺

き材料（桧皮葺き）を作る「桧皮拵え師（ひわ

だこしらえし）」に挑戦し、修業の世界に入っ

た若者を数名出しています。

センターには先ず登録から始まります。その

人に合った分野を考え、少しずつステージを上

げていく、そして達成する。

キーワードは「倦まず、弛まず、諦めず」です。

センターの統括マネージャーは忙しい

助成金交付式後の記念写真

ひきこもり支援・ＪＴが助成金
～ＪＴの社会貢献活動から～

去る６月２５日、日本たばこ産業株式会社

（ＪＴ）広島支店において、ＪＴＮＰＯ助成交

付式が行われ、当法人より４名（理事２名、ス

タッフ２名）が出席、助成金（１４０万円）の

目録を片桐支店長から頂戴しました。

助成認定の理由は、ひきこもりの相談を始め、

訪問サポート活動や就労の支援など１０年間に

渡る実績に対するものです。

この助成金は今年度から始めた、ひきこもり

人材センター事業の活動財源として、早速使わ

せていただくことにしています。有難く感謝致

しております。
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さる７月１２日、１３日の二日間、「和の家」

のボランティアスタッフと関係者による、広島

県呉方面への研修旅行を実施しました。総勢１

６名が参加した旅でした。

この旅行に参加した皆さんへ感想を聞いてみ

ました（下記）

■想像以上の旅でした。

広島方面への旅行は、これまで何回か来てい

るが、世羅や呉という町に来たのは初めてです。

宿泊場所や呉の町が、どのような処か興味が

あって参加しました。でも想像した以上に良か

ったので驚いています。

特に印象深かったのは、第一術科学校の見学

の中で、若者達が遺した遺書を読み、本当に悲

しくなりました。二度とあのような戦争は起こ

してはいけないと痛切に感じました。

「とても楽しかった、料理が美味しかった。

いまは、無事に終わったのでホッとしています

（崇史）」

ボランティアスタッフ隅谷美佐子（親子）

■旅行は体調管理が全てでした。

　大和ミュージアムに興味があったので参加し

ました。特に印象が残ったのは、第一術科学校

の見学の際、引率に立ち会った幹部候補生の二

人の学生です。その姿は普通の若者であって、

国の守りに就く人とは思えず、自衛隊に対する

イメージとのギャップに驚きました。

　今回の旅では体調を崩して皆さんに心配を掛

けてしまいましたが、体調の管理が如何に大切

かを確認した旅行でもありました。

　ボランティアスタッフ　岡村達夫さん

■人を思いやることから始まる。

　先ほど見学したばかりなので、印象強く残っ

ていますが「国を衛る事は人を守ること」今の

社会では個人の都合ばかりを言い募り、全体の

事を余り考えない世界であって、人を思いやる

心の大事さを痛感しました。

　艦船を動かすには、専門的な技術を学び訓練

が必要となる。それが無いと動かないし、先ず

は学ぶことから始まるのだということか。

　同時に専門家を育てる、幹部候補生を教育す

る立場の人も居て、それぞれの部署に就くこと

が必要となり、これが有って初めて国を衛って

いけるのだと感じました。

　ボランティアスタッフ　貞光吉政さん

笑顔と思い出に浸った研修旅行
～呉を旅した２日間～

１、「ＮＰＯ法人支えてねットワークの法人

　　　事務所を移転しました」

フリースペース和の家が法人としての事務

所に変わりました。これまでは、代表者の自

宅を事務所として登記していました。

施設の状況や事業・活動等も整い、対外的

にも望ましいとの判断からです。

２、「講師を派遣しています」

　ーひきこもり訪問サポーター養成研修会ー

山口県が始めたサポーター養成研修より、

「訪問支援の実際」の場面のみ当法人が担当

し講師の派遣を行っています。

既に保健所９か所の内、４か所が済み、下

関市の「ＮＰＯ法人Ｎｅｓｔ」と県内を東西

に振り分けて当たっています。

お知らせコーナー

戦艦大和を背景に（大和ミュージアム）

休憩場所で一息（香山ラベンダーの丘）
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 花の海にいちご狩りへ

足つぼセラピー（10分）講習会

 ナチュラルセラピー・ブルーの林慶子さんを講

師にお招きして「足つぼセラピー講習会」を和の

家を会場にして開催しました。

 期間は今年の５月・６月の間に計５回でした。参

加者は全員女性で、「和の家」利用者に関係者

やスタッフが入り、計８名が受講しました。

 初回は、講師による講義とデモンストレーション、

そして足に触ることから始まりました。２回目以降

は、足つぼの位置を確認しながらの実習になりま

した。

 参加者から「自分にはムリだと思っていたが、林先

生が分かりやすく教えて下さり、足つぼに触れて

施術するのが楽しかった！」などの好評を得た

講習会でした。

庭木の剪定技術を学ぶ講習会

 今年で2年目を迎えた「庭木の剪定講習会」

は、「和の家」利用者の自宅樹木をモデルにし

て開催しました。

　梅雨の合間、６月２８日は講習会向きの天候

に恵まれ、当初の狙い通り全てのプログラムを

終了しました。

　計画では「槇の木」枝の型取り、生け垣の剪

定手法を主に学ぶ講習でした。講師は昨年と

同じ、国際大会出場経験者の猪野直樹さんに

お願いしました。ちなみに講師は、当法人の猪

野理事の息子さんです。

　講師から「もし来年も学ぶ機会を持たれるの

なら、同じ樹木をモデルにされた方が良いです

よ！」「何故なら一年後の変化を見ることがで

き、それに合わせた次の剪定が出来ますから」

でした。

　　５月２８日、フリースペース「和の家」に

対する「山口ロータリー賞」の授与式が湯

田温泉の「ホテルかめ福」において行わ

れました。

受賞の理由は、当法人が永年ひきこもり

支援の活動に参加し、社会貢献に顕著

な業績を残したことに対するものです。山

口ロータリークラブの河野会長から、表彰状

に加えて副賞として１０万円、また、激励

の言葉も頂戴しました。

参加者は講師の手ほどきを受けて

樹上で鋏（ﾊｻﾐ）の入れ方を学ぶ

  　

 ４月１５日（火）外出倶楽部でイチゴ狩りへ行って

きました。

 辺り一面、埋め尽くされたイチゴ達が最新の設備

によって管理されている様はまさに圧巻でした。「

海の花」のある農場は、西日本最大級のシステ

ム農場だそうです。

 イチゴの種類は「かおりの」「おいしべりー」「紅ほ

っぺ」「やよいひめ」の４種類。どれもハッキリと味

が違いどれも美味しく、皆も大変満足していました。

ロータリー賞を受賞する
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皆様方からの善意とご協力に感謝します。

～施設運営のご支援有り難う御座います～

■２６年度会員の紹介　正会員

　　　　　　　　　　６／２９日現在

　伊藤　　峻様　（正会員）・山口市

　伊藤　瑩子様　（　〃　）・山口市

　伊藤　　朗様　（　〃　）・山口市

　岡田　　功様　（　〃　）・山口市

　隅谷美佐子様　（　〃　）・山口市

　御園生　篤様　（　〃　）・防府市

　佐野　正樹様　（　〃　）・宇部市

　嵯峨久美子様　（　〃　）・山口市

　山根　俊恵様　（　〃　）・山口市

　山根　政博様　（　〃　）・山口市

　山本　隆彦様　（　〃　）・美祢市

　小川　公代様　（　〃　）・山口市

　上山　福子様　（　〃　）・山口市

　上村　早苗様　（　〃　）・山口市

　森田　宏子様　（　〃　）・山口市

　石崎　康二様　（　〃　）・山口市

　石田　芳朗様　（　〃　）・山口市

　舛永あけみ様　（　〃　）・山口市

　舛永　和雄様　（　〃　）・山口市

　草平　武志様　（　〃　）・山口市

　中村　和代様　（　〃　）・山口市

　猪野　睦代様　（　〃　）・山口市

　的場　文子様　（　〃　）・山口市

　田村　哲郎様　（　〃　）・長門市

　藤井　敏和様　（　〃　）・山口市

　徳光　博子様　（　〃　）・山口市

　八木　春枝様　（　〃　）・山口市

　福原三千代様　（　〃　）・宇部市

　福江　秀子様　（　〃　）・山口市

　福江太代美様　（　〃　）・山口市

　福田　陽子様　（　〃　）・山口市

　平林　末弌様　（　〃　）・山口市

　片岡　忠夫様　（　〃　）・宇部市

　片岡　洋子様　（　〃　）・宇部市

　牧　憲一郎様　（　〃　）・山陽小野田市

　牧原　　浩様　（　〃　）・山口市

　KHJ山口県きらら会様 (〃)・長門市

■２６年度会員の紹介　賛助会員

　　　　　　　　　　　６／２９日現在

　当房　和子様　（賛助会員）・山口市

　杉山　節子様　（　〃　）・山口市

　松永とも子様　（　〃　）・山口市

　山本　郁子様　（　〃　）・周南市

　吉田　真弓様　（　〃　）・山口市

　　吉光　真香様　（　〃　）・山口市　　

　　綾本　澪子様　（　〃　）・山口市

　　伊原　陽右様　（　〃　）・山口市

　　伊原　鏡子様　（　〃　）・山口市　　

　　小田　秀夫様　（　〃　）・山口市

　　清水　鏡子様　（　〃　）・山口市

　　中園ひとみ様　（　〃　）・山口市

　　貞光　吉政様　（　〃　）・防府市

　　田中　秀尚様　（　〃　）・周南市

　　藤永　節子様　（　〃　）・山口市

　　北野　勝江様　（　〃　）・山口市

　　篠原　益子様　（　〃　）・防府市

　　田村美保子様　（　〃　）・防府市

　　笹村　裕子様　（　〃　）・美祢市

　　横垣香代子様　（　〃　）・山口市

　　NPO法人 ときわ様（　〃　）・宇部市

　　NPO法人 ふれあいの家鴻の峯様 (〃)・山口市

　　NPO法人 ふらっとコミュニティ様 (〃)・宇部市

　

　■NPO法人への寄附者　６／２９現在

　　三宅　峰子様　（寄附者）・山口市

　　松田　　茂様　（　〃　）・周南市

　　石崎　康二様　（　〃　）・山口市

　　草平　武志様　（　〃　）・山口市

　　八木　春枝様　（　〃　）・山口市

　　佐野　圭司様　（　〃　）・宇部市

　　山口ロータリークラブ様(〃)・山口市

　　匿名2名様

　■NPO法人への寄贈者　６／２９現在

　阿部　　修様　伊藤　　朗様　岡村　滋子様

　岡本　英登様　佐野　圭司様　松井ナミ子様

　松本　　淳様　上村　浩司様　上村　早苗様

　折山世津子様　川下　勝子様　川下　浩子様

　草平　武志様　太田　大地様　中村　知子様

　猪野　睦代様　田中　秀尚様　当房　和子様

　藤井　久子様　内田　始男様　八木　春枝様

　福江　秀子様　福本　幸治様　福江　義幸様

　隅谷美佐子様

　山口市陶地区有志様

　阿知須地区有志一同様

　宇部市中野区有志一同様

　松本淳様外有志一同様

　秋穂祇園町区有志一同様

　防府市富海地区有志一同様

　メンタルクリニックMatoba様

上記の方々から金品のご寄付、ご寄贈を賜りました。紙上より厚く御礼申し上げます。
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