す︒二００四年三月に支部発足以来︑わずか一

で最も熱い支部と言える松戸支部を紹介しま

﹁１０︲４﹂最初の特集は︑今︑日本ＧＡの中

ら責任を持つ必要があります︒休眠メンバー

ートした人の責任です︒リクルートした人は︑

うか？ メンバーが入ったら︑それはリクル

ド リクルートした気になっていないでしょ

いますが︒

ド 松戸では︑リクルートもごみ拾いや落書き

編 どのような努力をされていますか？

を集める努力をしている事です︒

で守るという意識が強い事︒それと︑メンバー

ド 一つは︑松戸の人達が︑自分のまちは自分

か？

編 どうしてこんなにメンバーが集まるのです

ケーション︒

と思います︒それから︑メンバー間のコミュニ

ドラゴン 当たり前の活動を継続して来た事だ

編集部 松戸が盛り上がっている理由は？

ないですよね︒みな同じガーディアンエンジ

の人から見たら︑新人もベテランも区別でき

ンらしく︑ベテランは初心を忘れずに﹂
︒まち

の信頼を得ました︒それから﹁新人はベテラ

が出る︒松戸もその位の時間をかけて警察等

力なり﹂
︒一日二日ではだめ︑二年三年で成果

ド 冒頭にも言いましたが︑やはり﹁継続は

編 最後に一言︒

事を与える事︒これも大事です︒

ルもその一例です︒それから︑一人一人に仕

要です︒新松戸パトロールや自転車パトロー

ド 常に驚かせること︵ re-surprise
︶
︒
メンバーに﹁すごいな﹂と思わせることが必

報誌や地元のミニコミ誌に募集記事を載せたり

ヤマト いや〜︑疲れました︒

十七日︑新松戸まつり二日目の夕方︶
︒

が︑これまでお疲れさまです︵取材日は七月

どうかなんです︒現在︑松戸支部には三十名

させたいですね︒今は一ヶ月に一回出来るか

ヤ 松戸と新松戸のパトロールを毎週両立

編 今年は︑見事チャプター オ･ブ ザ･ イ･ヤ
ーに輝きました︒今後の抱負は？

もありません︒

です︒支部長になったと言う実感を味わう暇

タ 正直︑僕のほうが代表に聞いてみたい気

すか？

編 どのような活動が評価されたと思いま

タンク まさか自分が⁝と放心状態でした︒

か？

た顔が印象的でした︒どんなお気持ちでした

編集部 総会で発表された時︑キョトンとし

と思いますか？

の心を変えたターニングポイントは何だった

編 これはＧＡ冥利に尽きる話ですね︒彼女

これは嬉しかったですね︒

環境浄化のイベントに参加してくれました︒

びに来いよ﹂って言ったら︑本当に池袋の

ーだと言っていました︒
﹁暇があったら今度遊

疲れも見せず︑インタビューに応じてくれた

新松戸まつりにて取材︶

編 ありがとうございました︒
︵七月十七日

欲しいですね︒

目標の実現には︑実働メンバーが二十五人は

会うのでコミュニケーションをとっていた

で家出をした女の子に出会いました︒いつも

るのですが︑去年の夏頃︑池袋駅西口の公園

タ 豊島支部では︑毎週木・土と活動してい

ったら教えて下さい︒

編 この一年で印象に残っている活動があ

ってきた結果かなあと思っています︒

柄も無い自分が気持ち一つでコツコツとや

無関心から関心へ変えていきたいと思いま

ュニケーションをとっていって︑街の人々を

とても若いです︒これを武器にどんどんコミ

タ 豊島支部の平均年齢は二十四〜五サイト

事は何ですか？

編 さて︑支部長として今後やって行きたい

に繋げたいと思います︒

それを通じて人々が街に関心を持つきっかけ

を伝える事が大事だと思うんです︒そして︑

やはり我々が︑街・人に関心を持っている事

タ 粘り強く諦めなかった事ですね︒

ヤマト支部長の顔は︑この日の天気と同じく

ら︑実は彼女︑援助交際で生計を立てていた

す︒リクルートもしていきたいし︑まずは楽

持ちです︒まあ︑あえて言うなら︑何の取り

とても輝いていました︒

んです︒そこで僕らは︑会う度に話しかけま

しくマイペースでやっていきたいですね︒

の登録がありますが︑実働は十四〜五人です

新生セブンダイスに乞うご期待！

した︒初めは胡散臭そうな顔をされました

です︒

頃になって姿が見えなくなってしまったん

ニでバイトするようになった︒ところが十月

なったんです︒そしたら本当に近くのコンビ

バイトでもしてみたら？﹂なんて話すように

編 豊島支部同様︑北九州支部の活躍も楽し

って来ています︒

思っています︒街の人々の認知度も大分上が

したが︑そろそろ独り立ちする時期かな？と

で僕と福岡支部のメンバーで研修をしてきま

タ メンバーも十四名集まりました︒これま

も尽力されていますが︑現在の状況は？

した︒
︵七月二十六日 電話取材︶

みですね︒今日は本当にありがとうございま

編 どうしたのでしょうね？

豊島支部の拠点 に)ひょっこり現れたんで
(
す︒
﹁就職したよ﹂って︒電話のオペレータ

タ そしたら︑今年の二月頃にノースヘブン

話せるようになり︑
﹁援助交際なんてやめて︑ 編 さて︑タンクは北九州支部の立ち上げに

が︑そのうち気持ちがほぐれたのか︑気軽に

Ｈｏｗ Ｄｏ Ｙｏｕ Ｆｅｅｌ？
〜ブリックな天使たち〜

豊島支部長 タンク
エエンンジジェェルル・・オオブブ・・ザザ・・イイヤヤーーをを受受賞賞ししてて

この特集では︑各地で活躍するメンバー個人
にスポットを当て︑その活動を紹介していき
ます︒栄えある第一回は︑豊島支部のタンク
です︒彼は︑前年度最も活躍したメンバーに
与えられる﹁エンジェル・オブ・ザ・イヤー﹂
に輝きました︒彼の素顔とＧＡとしての活動
に迫ってみました︒
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松戸支部紹介

年にして今年のチャプター オ･ブ ザ･ イ･ヤーに
輝いたセブン ダ･イス 松(戸支部 ︒)彼らはいかに
して︑支部をここまで育て上げてきたのでしょ
がいたら︑しっかりとコミュニケーションを

第一回

うか？ その秘訣と今後の目標などについて︑
とるべきですね︒メールではなく少なくとも

継継続続はは力力ななりり 〜〜常常ににササププラライイズズをを求求めめてて〜〜

支部コーディネーター・ドラゴンと支部長ヤマ
電話でするのがベター︒

最後までそのメンバーの親なんです︒初めか

トに話を伺いました︒

消しと同じ︑活動の一つだと考えています︒具

ェルです︒

編 活動を活性化させる秘訣は？

体的には︑毎週継続して活動する事によって︑

編 ありがとうございました︒

支部のホームページの充実を図っています︒そ

編 ︵目の前に並んでいる自転車を見て︶こ

郵便振替口座 00130-9-549237
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︻ＰＡＲＴ１ ドラゴンに聞く︼

われわれを覚えてもらう︒そしてコミュニケー
ションをとりながら︑フライヤーを渡す︒声を

れから新しく入ってきたメンバーに対し︑三ヶ

︻ＰＡＲＴ２ ヤマトに聞く︼

月の間に一人紹介するノルマがあります︒

れは？

かけたらフライヤー︑関心を持った人にフライ

編 ボランティアにノルマって︑厳しくないで

なる夜に使うんですよ︒早いですよ︒

ヤ マウンテンバイクです︒人通りが少なく

編 新松戸まつりももう少しで終わりです

すか？

ロール出来そうですね︒ところで︑支部長就

日本ガーディアン・エンジェルスでは、｢より良い地
域社会をつくりたい｣ と考える個人・団体からのご
寄付を募っております。青少年の非行防止、犯罪防止
パトロール、安全教育を行っているガーディアン・エ
ンジェルスの活動に、市民の皆様からのご理解とご支
援をお願いします。
お振込先は以下の通りです。ご協力の程よろしくお願
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TEL 03-3523-5300
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ヤーという感じで︒次に広告活動︒松戸市の広

ド ボランティアだからこそ必要なんです︒ボ
ックさせるべきです︒

任から一ヶ月経ちましたが︑感想を一言︒

編 フットパトロールとは違う視点からパト
編 他支部でも︑リクルートはするのだけれど

ヤ やることが多くて︑てんやわんやの状態

ランティアで学んだことを私生活にフィードバ

も︑なかなか定着しないという悩みがあると思

《 ご寄付のお願い 》

