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青い空では、子どもの自立支援や被災者の自律支援をめざして、10 月 14 日の「こ
ども縁日」開催やハイキング・リーダー養成講座の実施などを計画しています。
子どもの居場所「まなくら」で「こども縁日」を計画！

ハイキング・リーダー養成講座に参加して自律したハイキングを！
お父さんも頑張るハラクッチー

不登校を考える全国大会

子どもの居場所「まなくら」では、学校の宿題だけでなく、子どもによる子どもの
ための「こども縁日」の開催（10 月 14 日）を計画しています。今の時代、子どもに求め
られるものはテストで良い点数をとる力ではなく、①批判的主体的に考える力②他
者と交わるコミュニケーション力③いろいろなものと共同して制作するコラボレーシ
ョン力と言われています。大人にとっても大事な力ですが、「こども縁日」はこうした
力を育むものです。ハイキングにおいても、「参加する」ものから「主体的に実施す
る」ハイキングへとスキルアップをめざし 9 月からハイキング・リーダー養成講座を開
講します。皆さんのご協力とご参加をよろしくお願いいたします。
8 月の青い空も、フリースクール青い空をはじめ、ライスピザ作りをしたこども食堂
ハラクッチー、裏磐梯デコ平湿原ハイクなど暑さに負けずに頑張りました。

学習支援＆居場所まなくら

参加者募集中
★毎週水曜日
午後 4 時～7 時
★場所 二本松市勤労者研修センター
（二本松市立北小学校となり）
★対象 小中学生
参加費は無料
★内容 ①学校の宿題 ②こども縁日の準備
③軽いスポーツ
ほか
まなびくらぶ=「まなくら」では 10 月 14 日のこども
縁日の開催をめざして、縁日の出店作りを手伝っても
らえる実行委員やボランティアを募集しています。こ
ども縁日は子どものイベント企画力をアップして子ど
もの創造性・社会性を養うイベントです。
準備日 9 月 1，16，23 日 10 月 13 日 福祉センター
9 月の青い空スケジュール
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登校拒否・不登校を考える全国大会に参加して
不登校は自分を取り戻す大事な時間
8 月 24～25 日、東京・早稲田大学において第 30 回
「登校拒否・不登校を考える全国大会」が行われました。
「不登校はダメなこと」
「病院で診てもらおう」などとい
うのが当たり前だった 30 年前に「不登校は子どもから
の大事な発信だ」
「学校教育には問題はないのか」として
不登校の保護者たちが立ち上がりました。2018 年度の
全国の小中学生の不登校数は 144000 人で前年度より
も 1 万人も増えています。
「隠れ不登校」者数は 44 万人
以上と言われています。不登校は学校の諸問題から自分
の身を守るための貴重なＳＯＳなのです。子どもが学校
に行きたがらなくなるのは怠けなどではなく、自分が壊
されることを防ぐための重要な反応だったのです。しか
し、これまでの学校や文部科学省は「不登校は治すもの」
「学校復帰が大前提」という姿勢だったために、不登校
の数は毎年増え続けてきました。
こうした状況を打開するために、全国の不登校の保護
者やフリースクール関係者が交流会や学習会や創意的な
取り組みを粘り強く行う中で文科省の姿勢が変わりまし
た。2016 年の国会で成立した「普通教育機会確保法」
は、不登校は問題行動ではなく、学校復帰を前提とする
ことはしないで、子どもの休養の必要性や学校外での学
習の重要性を認めた法律となっています。しかしながら、
法律は出来たものの、現場の教師などへの周知が進んで
おらず、不登校への対応は改善されていません。
全国大会ではのべ 600 名の参加者があり、
「子どもや
親のシンポジウム」
「分科会」
「記念講演」などが行われ、
「不登校になって自分を取り戻せた」
「不登校になったか
らこそ進路が拓けた」など明るく不登校を活用する全国
各地の悲喜こもごもの感動的な話が語られました。Ｍ

デコ平湿原ハイクに 16 名が参加

大自然に癒されました

8 月の「裏磐梯・デコ平湿原ハイク」には浪江町や飯舘村などから 16 名が参加。2000 キロ
を旅するアサギマダラが飛び交う標高 1400ｍのデコ平湿原と小野川湖不動滝源流の百貫
清水を散策しました。ロープウェイで山頂駅に到着してアサギマダラを探しながらデコ平湿
原をめざしました。磐梯山はガスに隠れていましたがデコ平湿原ではギボウシの花やモウ
センゴケなどの高層湿原の植物を鑑賞しました。その後樹齢数百年のブナの林をくぐり抜
けて、西吾妻の伏流水がこんこんと湧く百貫清水に行き、美味しい湧水をいただきました。
山頂駅のレストランでティータイムをとり、下山後は休暇村の温泉で汗を流して帰りました。
9 月 28 日は創建 2400 年、新潟最大のパワースポットの弥彦神社ハイクです
9 月の弥彦神社のご祭神は天照大神の孫・天香山命で裏山の弥彦山がご神体。万葉集に
も詠まれ、「一の鳥居」「火の玉石」「御神橋」などのパワースポットが多数。参加者募集中！

デコ平湿原にて

ハイキング・リーダー養成講座を 9 月から開催します！参加者募集中！
●9 月 20 日（金）午後 6 時～８時 机上講習 安達公民館
●10 月 18 日（金）午後 6 時～８時 机上講習 安達公民館（予）
●11 月 23 日（土）午前 8 時～16 時 実地講習 安達太良山湯川コース（予）

百貫清水にて

森のようちえん＆がっこう
8 月の森のようちえんでは、池でアカハライモリな
どを見つけたり、ロープでブランコを作ったり、滝登
りや川遊びなどをしました。参加者募集中！！

9/8

・日程
10/6 11/2
・時間 10 時～15 時
・参加対象 幼児から小学生まで

ハイキング★参加受付中

■ 9/28 新潟・弥彦神社と
弥彦山ハイク 7 時 霞ヶ城集合
●
●
●

10/12 安達太良山 紅葉登山
10/26～27 岩手猊鼻渓と藤原の郷、遠野民話
11/10 矢祭町・滝川渓谷と袋田の滝

ウォーキングにもご参加ください
★9/14
9時

★11/16
9時

大玉村大名倉山ウォーク

蛇の鼻公園入口ゲート駐車場

SA で昼食会

霞ヶ城紅葉ウォーク

霞ヶ城駐車場

昼食会

※10 月のウォーキングはありません。

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

次回は 9/15

岳温泉の青い空

不登校の保護者同士が悩みや体験を交流する場です。
8 月は東京・早稲田大学での不登校の全国大会へ参加し
ました。随時、大会のレポートをご報告します。

◆今後の予定

10/19

11/24

★9/7

男女共生センター

10 時～15 時

フェスティバルでライスピザ作りをします
●９月 7 日のライスピザ作りにご協力を！

★9/29

二本松市福祉センター

10 時
●9 月 29 日はアイシングクッキー作りをします。

●参加者やボランティアやメニューを募集中。

あだたら 「学校に行かないことは悪いこと？」不登校の子どもが一番気にすることは「学校に行かないと自分が
ダメになる」と思い込むことです。しかし、学校にまったく行かなかった人が社会で立派に活動していることはよく
知られています。欧米では学校で勉強するか、学校以外で勉強するかを選択できる国が多いです。義務教育とは子ど
もの登校義務ではなく、国や保護者の条件整備義務です。日本でも学ぶ場を自由に選べる日が早くきてほしいです。
ＮＰＯ法人あだたら青い空の 2019 年度会員更新や新規会員加入、運営協力金にご協力をお願いいたします。
★正会員（個人年間 5000 円 団体 10000 円）賛助会員（個人年間 3000 円 団体 8000 円）にご加入ください
★振込先 ゆうちょ銀行 店名八二八（記号 18230 番号 38434861）普通 3843486 特定非営利活動法人あだたら青い空

