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10 月はこども食堂や山寺と銀山温泉ハイクなど
あだたら青い空は、「青少年の自立支援と被災者支援を通した福島の復興」をめざし活
動しています。10 月はフリースクール青い空では調理やスポーツや旅行の計画などをし
ました。こども食堂ハラクッチーではピザやタコライスなどを作りました。森のようちえん
では森の遊びや焼き芋作りなどをしました。子どもたちが主役となり自由に楽しく取り組
めることを重視しています。リフレッシュ・ハイキングでは 1 泊 2 日で山形へ芭蕉と紅葉を
訪ねてきましたが、参加者同士や山形の皆さんとの交流が広がりました。

フリースクールでお好み焼き

12 月 22 日の「音楽と教育のつどい」にご参加を

森のようちえんでサツマイモ掘り

きぼっこの森ウォークでクマに遭遇

12 月 22 日（土）には午後 2 時から JR 二本松駅前の二本松市市民交流センターにて「教
育と音楽のつどい」を開催します。「わが子が不登校になったらどうする？」をテーマに、
函館を中心に不登校や引きこもりの方の支援をされている野村俊幸先生による「不登校
の家族が越える 5 つの関門」と題した講演、不登校経験者や保護者のみなさんとのトー
ク、元東京フィルの池田敏美さんによるバイオリン演奏なども予定しています。参加費は
無料です。多くの皆さんのご参加をお願いいたします。
あだたら青い空は主体的に参加するところです
ＮＰＯ法人あだたら青い空は、参加者が自分たちの要求を持ち寄って主体的に参加して
いただくところです。例えば「こども食堂でこんなものを作ってみたい」とか「ハイキング
ではあんなところに行ってみたい」などの皆さんの気持ちを実現したいと思います。ぜ
ひ、各分野のスタッフになっていただきたいと思います。

わが子が不登校になったらどうする？

11/10 そばうち
二本松市福祉センター 2 階
11/17 メニュー募集中 男女共生センター 5 階
12/ 8 もちつき大会
まゆみ町内会館
12/15 クリスマス会 二本松市福祉センター 2 階

●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不登校経験者を交えたトークなど

10 時～15 時

10 月のこども食堂ハラクッチーは、1 回目は 3 種類のピザ作りを、2 回
目はタコライスなどを作りました。参加者がみんなで協力して創り上げる
こども食堂ハラクッチーは、どなたでも自由に参加できます。
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不登校の子どもの権利宣言（再録１4）
13.子どもの権利を知る権利
私たちには、子どもの権利を知る権利が
ある。国やおとなは子どもに対し、子ども
の権利を知る機会を保障しなければなら
ない。子どもの権利が守られているかどう
かは、子ども自身が決める。

自分の権利について、知っているのと知らないのとでは、
価値観や考え方が大きく変わってくる。よく権利について教
えると、子どもがわがままになると言われるが、大人が子ど
もの権利について知り、それをきちんと伝えれば、子どもだっ
てちゃんと解る。（おわり）次回からは野村俊幸さんの「不登
校の家族が越える 5 つの関門」を再録したいと思います。

芭蕉と紅葉をめぐる旅

山寺・銀山温泉・鳴子峡

山形・山寺と銀山温泉・鳴子峡ハイクに 21 名参加
立石寺・根本中堂前にて

銀山温泉・古山閣前にて

川が太平洋と日本海に分かれる分水嶺

10 月の山形・山寺と銀山温泉ハイクには、浪江町や飯舘村などから 21 名が参加。まず山
寺駅近くの芭蕉記念館で山寺と芭蕉について学習して、根本中堂や 1015 段の石段を登り
山寺に参拝しました。その後、芭蕉が 10 日間滞在した尾花沢の芭蕉・清風歴史資料館を見
学してから銀山温泉に向かいました。芭蕉は当初山寺に行く予定はなかったのですが、尾
花沢には紅花がなかったので山寺を紹介されたそうです。銀山川を挟んでレトロな温泉旅
館が並ぶ銀山温泉はとても趣がありました。タレントの橋本マナミさんの撮影にも遭遇。柔
らかい温泉と美味しい料理、夜は「花笠踊り」を満喫しました。翌日は銀山跡を散策してか
ら、芭蕉が訪れた鳴子や堺田に行きました。堺田分水嶺コンサートも心にしみわたりました。

★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
★1 月 20 日 山形蔵王樹氷見学と温泉満喫ハイク
11 月の白河・天狗山は日本一遅い山開きで有名です。天狗山は 1 時間程度で登れる山
で、頂上からは那須連山や阿武隈山地が一望できます。下山後は豪華景品？が当たる抽
選会があり、またいろんな出店も出るようです。お知り合いの方も誘ってご参加ください。

ハイキング★参加受付中
◆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

二本松市岳下住民センター駐車場

◆12/9

ハイキングとウォーキングの忘年会

10 時

◆1/20

・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。

1000 円

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

山形蔵王樹氷ハイク

8時

二本松市霞ヶ城駐車場 樹氷見学と温泉
参加費 3500 円を予定

◆2/23

福島市・四季の里いちご狩りハイク

8時

森のようちえん＆がっこう
・日程 11/11
12/2

・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。

11 月は森の探検・キャンプ体験・ブランコ作り・足湯など

福島市四季の里駐車場 散策といちご狩り
参加費 1000 円を予定

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

次回は 11/25 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。不登校や引きこもりでは家族への支援
がとても重要です。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。参加者募集中です。

◆今後の予定 12/16（忘年会 11 時 30 分～13 時 30 分）

ウォーキングにもご参加ください
10 月の土湯きぼっこの森ウォークでは、なんと熊
に遭遇しました。安達太良山の紅葉と熊にびっくりし
ましたが、無事に終わって、昼食会を行いました。

★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

★12/9 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

昼食会

あだたら 10 月のハイクでは紅葉が始まった山形路巡り。芭蕉は福島を通り、宮城の松島や岩手の中尊寺を経由
して鳴子や堺田に入り、尾花沢や山寺に寄ってから日本海に抜けたとか。最上町堺田では「蚤虱 馬の尿する 枕
もと」という句を詠みました。堺田分水嶺コンサートでは、堺田在住のバイオリン奏者の池田さんが急きょ予定を
変更して演奏された「花は咲く」に感動しきり。池田さんには 12 月 22 日に二本松市で演奏していただきます。
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

