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11 月の青い空の活動は、台風 19 号による様々な被害にも負けず、フリースクール青
い空・被災者支援ハイキング＆ウォーキング・こども食堂ハラクッチー・森のようちえん、
放課後学習支援などに取り組みました。台風 19 号による青い空への直接的な被害はなか
ったものの、青い空が行う諸活動の利用者やボランティアの方々への被害が少なからずあ
り、いまだに復旧していないところもあります。青い空の活動が少しでも被災者を激励で
きるものになればと考え、がんばっていきたいと思います。
11 月、フリースクール青い空には海外青年協力隊訓練所から 4 名の訓練生が訪問して フリースクールで焼き芋作り
子どもたちと様々な体験交流をしました。
こども食堂ハラクッチーでは地域の安達そば打
ち愛好会のご指導で「そば打ち体験」などをしました。被災者支援ハイキングでは台風の
爪あとが残る久慈川流域の矢祭町・滝川渓谷や茨城県の袋田の滝に行きました。ハイキン
グやウォーキングには台風で被災された方も参加していただき、復旧作業での疲れを癒す
ものとなったと思います。森のようちえんではサツマイモ掘り体験や焼き芋作り、木登り
やブランコ作りなどを行いました。放課後学習支援では新しいイベント企画を検討中。
12 月もこども食堂や森のようちえんなどへ参加者やボランティアを募集しています。 こども食堂でそば打ち体験

不登校の家族が越える 5 つの関門⑩
第 4 関門 「子どもの進む道は一人ひ
とり違う」ことを受け入れる
（2）
現在は不登校の子どもを受け入れる高校も増えました
し、高校に行かずに高校卒業認定試験に合格して大学や
専門学校に進む人もいます。進学しないで様々な体験を
しながら自分の道を探してもよいわけで、まさに「いろ
んな道」があります。確かに現在の教育システムでは不
登校のリスクはありますが、
「何がなんでも高校に行かな
ければ」と考えて子どもを追いつめるリスクに比べれば、
不登校のリスクのほうがはるかに小さいと思います。つ
まり、
「将来の安心」のために子どもが「今必要としてい
る安心」を犠牲にしてはならないということであり、
「み
んながそうだから」ではなく、
「自分にとって今何が必要
なのか」を真剣に考えるほうが大切ではないでしょうか。
引きこもりについても、
「とにかく働いてほしい」といっ
ても無理で、かえって家族関係が悪化したり、本人の引
きこもり状態を長引かせたりする場合もあります。です
から、まず「働いて自立する」というこちらの側のゴー
ル目標をいったん横に置いて、もう少しゆっくりエネル
ギー補給が必要な段階なのか、いきなり就労ではなく緩
やかな社会参加の仕方を考えたほうがよいか、時間をか
けて診断や治療につなげて福祉的な就労支援制度を利用
したほうがよいのか、一人ひとり状況が違うので、そこ
を考えることが大切です。つまり、
「人間は一人ひとり違
うので、その違いを尊重しよう。こちらの発想や常識や
価値観で相手を見たり判断するのはやめよう」というこ
とです。親には親の願いがあり、そのことを子どもに伝
えることは親として当然のことですが、往々にしてそれ
が「押しつけ」になっていないか、よくよく振り返って
みる必要があると思います。子どもには子どもなりに一
人ひとり違った、いろいろな道や可能性があり、まさに
「個別化」の原則です。
（つづく）

放課後学習＆居場所まなくら
楽しいイベント作りをしよう
★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イベント作り
③軽いスポーツ
ほか
放課後学習支援＆子どもの居場所「学びクラブ」=
「まなくら」では、宿題だけでなく、子どもたちがやり
たいことを自分たちで話し合って企画し実行する取り
組みも行っています。たとえば、

●お年寄りなどとゲームをしよう
●みんなで演奏しよう
「まなくら」に参加し楽しいイベントを作りましょう。
12 月の青い空スケジュール
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矢祭町・滝川渓谷と袋田の滝ハイクに 20 名が参加
11 月の矢祭町・滝川渓谷と袋田の滝ハイクには、浪江町や飯舘村などから 20 名が参加
し、紅葉が始まった滝巡りをしました。福島県の南端に位置する矢祭町の滝川渓谷は大小
48 もの滝を巡る隠れた名所。久慈川流域などで台風による被害もありましたが、滝川渓谷
ではいろいろな形の滝を見ることができました。昼食は道の駅「奥久慈だいご」で済ませ
て、袋田の滝に向かいました。日本三名瀑として有名な袋田の滝は水量も多く迫力満点で
した。帰りには道の駅「はなわ」で地元の特産物を買って帰りました。お疲れ様でした。

矢祭町・滝川渓谷

12 月は 1 年を振り返り、新年を展望する「ハイキング＆ウォーキング忘年会」
12 月 8 日は毎年恒例の「ハイキング＆ウォーキング忘年会」です。1 年間のハイキングや
ウォーキングをスライドで振り返りながら思い出を語り合い、後半は新年のハイキングやウ
ォーキングの計画について話し合います。特に来年のハイキングのコース案は今年から開
始した「ハイキング・リーダー養成講座」の参加者に作製してもらった計画書をもとに作ら
れています。昼食会は水月かねすいのお寿司と青い空特製のキノコ汁を予定しています。

袋田の滝にて

第 3 回ハイキング・リーダー養成講座ではテントの張りや山ごはんに挑戦
11 月に行われた第 3 回の「ハイキング・リーダー養成講座」は実地訓練の予定でしたが、
悪天候のため青い空で実施し、ハイキングでの注意事項の確認やテントの張りの体験や
携帯ガスを利用してのキノコ汁作りなどを行いました。来年はさらに充実したものに。

霞ヶ城紅葉ウォーク

ハイキング★参加受付中

森のようちえん＆がっこう

● 12/8 ハイキング＆ウォーキング忘年会

12 月の森のようちえんでは、木登り・ロープでブ
ランコ作り・焼き芋作り・足湯などを予定しています。
冬場は雪遊びも予定。参加者募集中！！

10 時～ 二本松市勤労者研修センター
振り返りスライド・新年の計画・昼食会

● 1/18 郡山市
● 2/16 相馬市
● 3/14 いわき市

初詣ハイク 9 時開成公園
松川浦ハイクといちご狩り

・日程 12/1
1/12
2/2
・時間 10 時～15 時
・参加対象 幼児から小学生まで

観梅と海の幸ハイク

ウォーキングにもご参加ください
★12/8

ハイキング＆ウォーキング忘年会
10 時

二本松市勤労者研修センター
★1/5 二本松市 初詣ウォーク 9 時 霞ヶ城
★2/8 大玉村 古墳ウォーク
9 時 プラント 5
●芭蕉の足跡をたどる「奥の細道」ウォークなども検討中

★12/14 二本松市福祉センター

10 時～

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

もちつき大会をします
★12/22 二本松市福祉センター 10 時～
クリスマス会・クリスマスツリー作りなど
●1/11
●1/26
●2/1
●2/9

次回は 12/21 忘年会（昼食会）を予定
不登校の保護者同士が悩みや体験を交流する場です。
12 月は忘年会をかねた昼食会を予定しています。
個別の教育相談は随時実施しています。

●参加者やボランティアやメニューを募集中！！

◆今後の予定

1/19

2/23

あだたら 10～11 月に岳温泉の近くの海外青年協力隊訓練所から 4 名の訓練生が青い空を訪問し、フリースクー
ルの子どもたちといろいろな体験をして交流しました。チーズホンデュ作りやサツマイモのケーキ作り、
ハイキング、
スポーツ、ゲームなどみんなで話し合って実施。訓練生たちはアフリカ諸国での活動に向かいますが、今回の子ども
たちとの交流の中で信頼関係を築くことの大切さを感じたそうです。この経験が海外での活動に生かされればと。
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

