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あだたら青い空は人と人との共感を大事に活動します
ＮＰＯ法人あだたら青い空の活動は、フリースクール青い空やこども食堂ハラクッチーに
おいては子どもの気持ちに寄り添い、また被災者支援リフレッシュ・ハイキングにおいても
被災者の気持ちに共感して取り組みを進めていくことを大事にしています。これからも青
い空の活動へのご参加やご支援をお願いします。

9 月は子ども命を守る取り組みや会津まつりに
9 月のあだたら青い空は、新学期を迎える時期として子どもの「生きづらさ」に共感し、
ホームページやフェイスブックで「学校は無理して行くところではない」と、不登校の必
要性や大事さをアピールしました。こども食堂ハラクッチーでは、参加者全員で子どもを
見守り育むという気持ちで調理や遊びに取り組みました。リフレッシュ・ハイキングでは会
津まつりに参加する中で、対話を重視し、つながりや生きがい作りに寄与することを大切
に取り組みました。10 月からの青い空のイベントにもお知り合いの方を誘ってください。

フリースクールでお誕生日会

親子で調理楽しいな

12 月 22 日の「音楽と教育のつどい」にご参加を
12 月 22 日（土）に毎年開催している「つどい」を予定しています。これは、不登校をはじ
めとした子育てについて地域の皆さんと学習・交流し、地域ぐるみの子育てをすすめるた
めに行います。子育ては家庭や学校だけが行うものではなく、地域のすべての皆さんが
関わって行うものです。子育てを通じて地域での人と人とのつながりや共感が広がり、新
たな地域のコミュニティ作りや生きがい作りが広がると思います。ぜひご参加ください。

安達ケ原マンジュシャゲウォーク

学校に行くことは義務じゃない！
9 月のこども食堂ハラクッチーでは野菜たっぷりトマトソーススパゲテ
ィやサンマの塩焼き、鶏肉と里芋の煮物などに挑戦しました。またカボチ
ャのヨーグルトのサラダやスイートポテトケーキなども作りました。食事
や片付けをみんなでしてから、お絵かきや塗り絵やゲームをしました。
11 月 10 日はそば打ち、12 月 8 日は餅つき、15 日はクリスマス会などを
予定。ハラクッチーはどなたでも自由にご参加いただけます。

●時間 午後 2 時～5 時
●場所 二本松市市民交流センター
●内容
（ＪＲ二本松駅前）
①池田敏美さんのバイオリン演奏
②野村俊幸さんの不登校の講演
③教育懇談 など
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男女共生センター 5 階
二本松市福祉センター 2 階

参加者募集中・予約制

不登校の子どもの権利宣言（再録１３）
12.他者の権利の尊重
私たちは他者の権利や自由も尊重します。

「権利」とは、たぶん「当たり前」そして「当たり前の大切さ
の再確認」ということだと思う。権利は、自由は、自分 1 人が
守られるだけで、本当により良いことなのか？きっとそうじゃ
ないと私は思う。権利も自由も、あるいは当たり前も、自分 1
人では成り立たない。自分以外の誰かの権利や自由を自分
も守るから、はじめて権利や自由、当たり前は誰かとつなが
って守られるんだと思う。私の「当たり前」は、あなたにとって
「当たり前」じゃなくてもいい。けれど私もあなたも、お互いの
当たり前を尊重すれば、ともに生きていけると思う。（つづく）

はるかちゃんに会えました！白虎隊の悲劇に涙
会津まつりと戊辰戦争 150 年歴史ハイクに 32 名参加
9 月の会津まつりと戊辰戦争 150 年歴史ハイクには、浪江町や飯舘村などから 32 名が
参加。爽やかな秋晴れの下、会津鶴ヶ城本丸での藩公行列出陣式と行列を見物し、5 年連
続ゲスト出演の綾瀬はるかさんを発見するととても興奮しました。その後、会津藩家老・西
郷頼母の館を復元した武家屋敷を見学し往時の武家の暮らしに触れました。さらに飯盛山
の白虎隊の墓やさざえ堂を地元のガイドさんの詳しい説明を聴きながら見学し、戊辰戦争
での厳しい戦いに思いをはせました。毎月実施しているリフレッシュ・ハイキングは、福島の
被災者の皆さんのつながりや生きがい作りをめざす取り組みです。今回のハイキングには
赤い羽根助成金を受給。今年 8 月から「心の復興」補助金から支援を受けています。

会津武家屋敷前で

白虎隊の墓にお参り

★10 月 13～14 日 山形・山寺と芭蕉記念館、銀山温泉・古山閣、鳴子峡ハイク
★11 月 23 日 日本一遅い山開き 白河・天狗山と南湖紅葉ハイク
★12 月 9 日 ハイキングとウォーキングの忘年会 交流と計画作り
10 月は山形の紅葉の名所や芭蕉の足跡を巡る贅沢なハイキング。山寺をはじめ、芭蕉
記念館、尾花沢の芭蕉歴史資料館、レトロな銀山温泉・古山閣に宿泊、そして鳴子峡にも足
を延ばします。11 月の白河・天狗山は日本一遅い山開きでも有名。誘い合わせてご参加を。

さざえ堂は不思議なお堂

森のようちえん＆がっこう
・日程 10/21
11/11
12/2
・時間 10 時～15 時
・内容 フォレストパークあだたらやスキー場や岳温泉の
周りの山や川で自由に遊びます。利用料あり。
池の生き物さがし、どんぐりひろい、木登り、ター
ザン遊び、焼き芋作り、ブランコ遊びなど。

・参加対象 幼児から小学生まで
毎月小学生までを対象に野山で自由に遊びます。子ど
もの時期の自然体験は学力を始め人間力や生きる力を育
む上でとても貴重なものです。

10 月は森の探検・焼き芋・ブランコ作り・足湯を予定

ハイキング★参加受付中

◆10/13～14 山形・山寺と銀山温泉、
鳴子峡紅葉と芭蕉バスハイク
8 時 二本松市岳下住民センター駐車場
（東北道・二本松インター入口そば）二本松市三保内 72-1
芭蕉の足跡と紅葉、銀山温泉・古山閣での宿泊、鳴子峡

◆11/23 白河・日本一遅い山開きの天狗山
と南湖公園紅葉バスハイク
7時

◆12/9
10 時

二本松市岳下住民センター駐車場

1000 円

ハイキングとウォーキングの忘年会
二本松市勤労者研修センター・2 階研修室
霞ヶ城近くの北小学校の裏
弁当代こみ 参加費 1000 円

ウォーキングにもご参加ください
（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

次回は 10/28 13：30～ 青い空
不登校の保護者同士が悩みや体験を交流する場はあ
まりありません。前回は不登校を経験した当事者の話を
聞くことができました。初めての方にも参加していただき
ました。12 月は忘年会を兼ねた昼食会をレストランで予定
しています。以前に実施した二本松駅近くのお店を検討。
◆今後の予定 11/25 12/16（忘年会 11 時 30 分）

9 月の安達ケ原マンジュシャゲウォークでは小雨
の中でしたが、赤やピンクや黄色や白の彼岸花を楽し
みました。ふるさと村のレストランで昼食会も実施。

★10/6 きぼっこの森紅葉ウォーク
9時

道の駅つちゆ駐車場

昼食会予定

★11/18 霞ヶ城界隈紅葉ウォーク
9時

霞ヶ城駐車場

昼食会予定

あだたら 9 月の会津まつりハイキングで行った重要文化財・会津さざえ堂。正式名称は円通三匝堂（えんつうさ
んそうどう）で、高さ 16.5ｍ、六角三層の二重螺旋構造。ＮＨＫのブラタモリでも放送されましたが、往時は西
国三十三観音像が安置されていて西国に行かなくても観音巡りができた「観光地」です。西国兵士が攻めてきた戊
辰戦争の戦禍を避けられたのはこの観音様のお陰だとも。参加者の故郷・浪江でも戊辰戦争の戦禍があったとか。
ＮＰＯ法人あだたら青い空の 2018 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 店番 828 普通 3843486 特定非営利活動法人 あだたら青い空

