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5 月から一部活動を再開しました

こども食堂ではクレープ作り

新型コロナの緊急事態宣言の解除を受けて、5 月はこども食堂ハラクッチーとウォ
ーキングが再開できました。再開を待ちわびていたこども食堂ハラクッチーには 24
名が参加し、2 種類のクレープ（ホウレン草とハム、フルーツ）を作りました。こど
も食堂が実施できなかった時はこども食堂にいただいた食料品の配給を行いました。2
ヶ月ぶりのウォーキングでは飯舘村の大火山の山ツツジを見に行きました。
青い空としてもコロナ対応の新しい活動が求められています。こども食堂は当面は
「作って食べる」だけに限定したり食料品の配給をしたりします。また、ハイキング
は目的地を福島県内に限定して日帰りのみとしたいと思います。ウォーキングや森の
ようちえんはマスクの着用や 3 密防止などを徹底して運動不足解消のために積極的に
実施したいと思います。

2020 年度ＮＰＯ法人あだたら青い空の会員継続と新規会員を募集中！
みんなで楽しくお食事

飯舘村大火山・山ツツジウォーク

コロナ禍の中ですが、青い空の活動の一層の充実のために、ＮＰＯ法人の会員継続
と新規会員、寄付の募集にご協力をお願いいたします。何卒よろしくお願いいたしま
す。
（裏面下を参照）
2020 年度あだたら青い空の総会にご参加ください！
毎年 1 回開催する通常総会では、前年度の活動の総括や決算、新年度の活動計画と
予算を話し合います。ＮＰＯ法人ができて丸 3 年が経過し、コロナ対策の新しい活動
が求められている中で、多くの皆さんのご意見をいただきたいと思います。議決権は
正会員のみですが、賛助会員は傍聴できます。ぜひ、ご参加ください。

不登校と教育機会確保法⑤
Q この法律は、家庭も教育の場と認めていますか？
A 家庭は教育の場と言えます。家庭で育つ子どもたちの
ことも法律には含まれています。
この法律では「不登校児童生徒が学校以外の場におい
て行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み」
（13 条）
のように「学校以外の場」という言葉が使われています。
この言葉はフリースクールなど通いの場だけでなく、家
庭で育つ子どもたちのことも含まれているのです。文科
省のこの法律の「基本指針」には「個々の不登校児童生
徒の状況に応じた必要な支援が行われることが求められ
るが、支援に際しては登校という結果のみを目標にする
のではなく」と書かれています。
さらにこの「基本指針」には「不登校児童生徒に対す
る支援を行う際は、当該児童生徒の意思を十分に尊重し、
その状況によっては休養が必要な場合があることも留意
しつつ、学校以外の多様で適切な学習活動の重要性も踏
まえ、個々の状況に応じた学習活動等が行われるように
支援を充実する」とありますから、休むことを認め、家
庭でのそれぞれにあった多様な育ち・学びをすすめてい
いのです。
そして、この法律では、家庭で育ち・学ぶことを認め
ているだけでなく、本人の意思を尊重した支援が必要だ
といっているのです。
（つづく）

コロナ禍のすべての皆さんに

あだたら青い空・通常総会にご参加ください
・日時 6 月 13 日（土）
午後 2 時～4 時
・場所 二本松市勤労者研修センター（霞ヶ城そば）
・議題 ①2019 年度総括 ②2019 年度決算
③2020 年度活動 ④2020 年度予算
・正会員に議決権あり ・賛助会員は傍聴できます

●コロナ感染対策により当分実施を見送っています
●イベントなどの企画ができる状況になりましたら、
あらためて再開したいと思います
6 月の青い空スケジュール
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コロナ対応でハイキングの計画を変更！
飯舘村大火山の山ツツジとバラ園で癒されました
2 ヶ月ぶりに実施した飯舘村大火山ツツジウォークには 11 名が参加し、大火山の牧場
跡に自生している山ツツジの群生を見学。高柴山にも劣らない山ツツジの名所でした。
下山してから趣味でバラ園を作っている御宅を訪問し、100 種類以上もあるバラの花の
色と香りを堪能させていただきました。昼食はえびす庵でうどんをいただきました。

飯舘村大火山・山ツツジ

6 月からのハイキングは県内限定・日帰りに
6 月からのハイキングはコロナ対応で計画を変更させていただき、今年度は①行き先
は福島県内に限定②日帰りのみ、としたいと思います。
6 月 27 日のハイキングは「須賀川市宇津峰山城歴史ハイク」としたいと思います。今
から 500 年前の南北朝時代の南朝の最後の砦である宇津峰の山城跡を探索します。

飯舘村のバラ園

6 月は朝ドラ「エール」の舞台・川俣町ウォーキング
コロナ禍の中、4 月から放送されている NHK の朝ドラ「エール」が福島だけでなく全国
の皆さんを大いに励ましています。そこで、6 月 6 日は古関祐而が青年期に 2 年間勤務
した川俣銀行周辺を歩くウォーキングを計画しています。祐而が散策して作曲の構想を
練った「舘ノ山」（かわまた城跡）、祐而が下宿していた「元ちりめんや」、祐而が使用した
オルガンがある「仙台屋呉服店」、川俣銀行跡などを巡る予定です。昼食には川俣名物・
川俣シャモの「親子丼」などはいかがでしょうか。参加者募集中！！

● 6/27 須賀川市宇津峰山城歴史ハイク
8時

霞ヶ城駐車場

● 7/11 西郷村・甲子高原ハイク
8 時 霞ヶ城駐車場

● 8/22 裏磐梯・小野川湖ハイク

川俣町の「エール」ポスター

6 月の森のようちえんでは、森の探検・木登り・
ブランコ作り、焼き芋作り、川遊びを予定。
参加者募集中！！

・日程 6 月 14 日
7/26
・時間 10 時～15 時
・参加対象 幼児から小学生まで

8 時 霞ヶ城駐車場

★6/6 川俣町「エール」ウォーク
9 時 川俣町中央公民館集合

★7/4 郡山市・逢瀬公園アジサイウォーク
9 時 逢瀬公園西口駐車場集合

★6/7

二本松市福祉センター

10 時～

メニュー募集中

★6/21

二本松市福祉センター

10 時～

メニュー募集中
今後の日程

●7/5

●7/26 ディキャンプを予定

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）
次回 6/28 13 時 30 分～16 時 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。
個別の教育相談は随時実施しています。

◆今後の予定

7/25

あだたら コロナウイルスに効き目があるかはわかりませんが、岳温泉の青い空の周りは除虫菊の白い花が見ごろ
を迎えています。地中海原産の除虫菊はキク科の多年草で、蚊取り線香の原料になるそうです。コロナは一旦収まり
つつありますが、薬やワクチンが開発されていないので油断はできません。当分はコロナと上手に付き合うしか方法
がないのでしょうか。除虫菊の花に癒されることもコロナ対策の１つですね。皆さんもお大事にしてください！
ＮＰＯ法人あだたら青い空の 2020 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

