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10 月の青い空は、長雨でしたが、こども食堂ハラクッチー、ハイキングとウォー
キング、フリースクール青い空などを実施。こども食堂ハラクッチーでは 1 回目が
手打ちうどん作り、2 回目はオムライス作り。手打ちうどんは足でうどんの生地を一
生懸命に踏んで腰のあるうどんができました。100 回目を迎えたハイキングは、台
風のため 1 週間予定を延期して安達太良山登山を行いました。小雨でしたが綺麗な
紅葉が見られました。ウォーキングでは朝ドラ「エール」関連で蛇の鼻・伊藤久男写
真展を見学しました。蛇の鼻公園ではたくさんのバラの花が咲いていましたが、11
月は紅葉が綺麗です。来年 1 月には信夫山の古関裕而記念館ウォーキングを予定し
ています。ハイキング計画作り講座では、来年度のハイキングコースを検討しました。
ハイキング計画については 12 月のハイキング・ウォーキング忘年会で詳しく話し合
います。フリースクール青い空では不登校についての教育相談などを実施しました。

11 月の「楢葉町・木戸川渓谷と天神岬ハイク」
、ハラクッチーの「そば打ち」や
「たこ焼きパーティー」
、森のようちえん「芋ほりと焼き芋作り」にご参加を！

うどんの生地を足で踏んで
腰のあるうどんができあがり

オムライスの
ケチャップライス作り

趣味や特技を生かした新たな取り組みを
あだたら青い空では、来年度から会員の皆さんの趣味や特技を生かした新たな取
り組みを検討しています。「我が家の自慢料理を披露したい」「みんなで一緒に合唱
をしたい」「みんなで絵を描きたい」「スポーツをやりたい」「手芸や陶芸が得意だ」
「農作業がやりたい」などの要望を持ち寄り、みんなで一緒に楽しむ取り組みを検
討しています。青い空までご要望や趣味・特技などをお寄せください。

フワフワのオムライスが
できあがりました

不登校と教育機会確保法⑩
★11/8

二本松市福祉センター 10 時～
そばうち体験
★11/22 二本松市福祉センター 10 時～
たこ焼きパーティー
どなたでもお気軽にご参加ください。
ボランティアや食材提供も募集しています。
今後の日程 ●12/6 もちつき大会
●12/20 クリスマス会
11 月の青い空スケジュール
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Q

学校から、子どもを学校に来させないのは義務教育
違反だと言われたが、そうですか？
A 子どもの訴えがあった場合や、行こうと思っても行け
ないのなら、義務教育違反ではありません。
子ども本人が学校に行きたくないと言っている、また
行こうと思っていても行けないのであれば、それは義務
教育違反ではありません。
「学校教育法施行令」では、
「7 日間続けて欠席した場
合や出席状況が良好でない場合、保護者に正当な事由が
ないときには・・・保護者に対して出席を督促する」と
書かれており、それを根拠に学校側が保護者に「義務教
育違反だ」と言ってくる場合があります。しかし、文科
省は不登校ということを正当な事由と認めていますの
で、子どもが行きたくない、もしくは行けないという不
登校状態であれば法律違反ではありません。
義務教育とは、子どもに学校に行く義務があるという
ことではなく、国の教育条件整備の義務や保護者の就学
義務です。保護者は子どもが小学校に入学する年齢にな
ったときに就学手続きをしていれば義務違反にはなりま
せん。この教育機会確保法は、不登校は「問題行動」で
はないこと、
「休養の必要性」があることを認めています。
（つづく）

100 回記念は安達太良山登山でした
10 月のハイキング 100 回記念「安達太良山紅葉ハイク」は、台風の影
響で 1 週間延期して実施しました。当日は小雨でしたが風もなく紅葉が
雨に濡れてより一層鮮やかに見えました。ツツジやナナカマドの赤、カエ
デの黄色など紅葉のグラデーションの中、参加した 10 名は無事山頂に到
着しました。くろがね小屋で昼食をとり下山して温泉で汗を流しました。

安達太良山山頂にて

蛇の鼻公園「エール」で伊藤久男の写真展を見学
写真展が行われている蛇の鼻御殿（久男の父の別荘）には狩野派の画
家たちの襖絵や伊藤博文・三条実美・木戸孝允などの書、日光東照宮を
参考にしたいわれる数々の彫刻があり、国の登録有形文化財に指定され
ています。これから 11 月はモミジの紅葉が綺麗ですし、伊藤久男写真展
もやっていますので、ぜひ見学に行ってみてください。

10 月のハイキング計画作り講座で来年度のコースを検討
ハイキング計画作り講座では、参加者が行きたいコースを計画書に
する作業を行いました。ハイキングの目的や場所、やりたいことを明
確にして、ハイキングの目的地を本やインターネットなどで調べて計
画書を作りました。来年度のハイキング計画は 12 月のハイキング忘
年会で話し合いたいと思います。1 次案を作りましたのでご検討を！

2021 年度の「ハイキング計画

安達太良山・乳首山頂

11/14 楢葉町・木戸川渓谷
と天神岬ハイク
8 時 岳下住民センター
（二本松インター近く）
木戸川渓谷・天神岬で会食会・温泉入浴
「ここなら笑商店街」にも立ち寄ります

1 次案」にご意見を！

蛇の鼻「エール」ウォーク

12/5 ハイキング＆ウォーキング忘年会
10 時～13 時 勤労者研修センター（霞ヶ城近く）
★2020 年度のハイキング・ウォーキング スライド
★2021 年度のハイキング計画作り
★昼食会で交流 （お弁当代 1000 円）

・日程 11 月 7 日 （次回 12/12）
・時間 10 時～15 時
・参加対象 幼児から小学生まで
参加費
3000 円 （正会員 2000 円）
参加者募集中！！
・森の探検 ・池のいきもの探し ・木登り
・森のブランコ遊び ・芋ほりと焼き芋作り ・足湯

2020 年度のハイキング・ウォーキングＣＤプレゼント
参加者募集中

★11/21 本宮・岩角寺と二本松・観音寺紅葉ウォーク
9 時 大玉村プラントファイブ駐車場
★1/9 福島市信夫山初詣と古関裕而記念館ウォーク
9 時 信夫山・護国神社駐車場
★2/23 福島市飯野町ひな祭りウォーク
9 時 飯野学習センター（ＳＬ展示場）

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）
次回 11/29 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
個別の教育相談は随時実施しています

◆今後の予定

12/27

あだたら 昨年の秋は青い空の近くにある JICA（海外協力隊訓練所）から研修生がフリースクールに来て、子ども
たちと楽しく交流しました。今年は JICA の研修生の募集はなく、今年 3 月に研修を終了した隊員の海外派遣も見
送られたといいます。今年はこども食堂ハラクッチーにインターンシップとして高校生ボランティアが参加し、子ど
もたちと交わっています。未来を担う若者の夢や希望がコロナ禍によって奪われないように祈らざるを得ません。
ＮＰＯ法人あだたら青い空の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

