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10 月 14 日（月・祝） 10 時～15 時
二本松市勤労者研修センター（霞ヶ城近くの市立北小学校裏）
青い空では、子どもの居場所作りの一環として 10 月 14 日に「こども縁日」を計画し
ています。これからの時代に子どもに求められるものは①批判的主体的に考える力②
他者と交わるコミュニケーション力③いろいろなものと共同して制作するコラボレー
ション力と言われています。こうした力を育む「こども縁日」の取り組みを皆さんのご
協力とご参加で成功させたいと思います。ご参加をよろしくお願いいたします。
当日は子どもたちが作った輪投げ・しゃてき・さかなつり・もぐらたたき・テレビゲーム
などや、こども食堂ハラクッチーとして軍艦巻き作りなども行います。コカリナの演奏
やバルーンアートも予定。ゲームでポイントがたまったらお菓子と交換します。
この「こども縁日」に子どもさんだけでなく、大人の皆さんにもご参加いただき、世
代間や地域ぐるみの交流の場にしたいと思います。お誘い合わせてご参加ください。

登校拒否・不登校を考える全国大会に参加して

こども食堂でアイシングクッキー

こども縁日はゲームがいっぱい

学習支援＆居場所まなくら

参加者募集中

「ひきこもり」の分科会 ①
ひきこもりは不登校と同様、誰にでも起こりうること
である。一定の人間関係にある者から、心理的、物理的
な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じる１次
的な被害を受けた人が、その傷を癒すどころか、そんな
目にあうのはあなたにも責任があるとか、そんな弱い精
神では世の中を生きていけない、などの周囲の言動で２
次的に被害を受け、ひきこもってしまうことが多いよう
です。そしてひきこもる人の心情は、とても安心して家
で休んでいるわけではなく、周囲が想像する以上に不安

★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こども縁日の準備
③軽いスポーツ
ほか
まなびくらぶ=「まなくら」では 10 月 14 日のこども
縁日の開催をめざして、縁日の出店作りを手伝っても
らえる実行委員やボランティアを募集しています。こ
ども縁日は子どものイベント企画力をアップして子ど
もの創造性・社会性を養うイベントです。
準備日
10 月 13 日 福祉センター 10 時～

や自己否定感に苦しんでいる。自分はどうなってしまう
のだろうと葛藤し、彼らの多くは死と隣あわせの中で必

10 月の青い空スケジュール
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先進国の１５歳から３４歳までの年齢の死因の第１位
は事故であるのに対し日本と韓国だけは自殺です。若者
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が希望を持てない社会は平和で幸福な社会と言えるので

森ようち
えん

しょうか？近年、ひきこもりの人による無差別殺人が立
て続けに起こり、世間は一層、偏見を強くする。無差別
殺人、行きずりの殺人を犯す者は、ひきこもっている人
が多いという事実はまったくなく、一般の人たちの犯罪
が圧倒的に多いのである。そんな偏見や、社会情勢の中
で、ではひきこもりの人たちはどうやって自分を取り戻
せばいいのでしょう。
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●青い空に遊びに来てください
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初めての新潟ハイク

彌彦神社ハイクに 21 名が参加

9 月の「新潟弥彦神社と弥彦山ハイク」には浪江町や飯舘村などから 21 名が参加。とな
りの県ですが被災者支援ハイキングとしては初めての新潟ハイクでした。創建 2400 年、
歴史のある彌彦神社は新潟県で一番のパワースポットだそうで、早速ガイドさんの案内で
一の鳥居からスタート。神様しか渡れない「玉の橋」、重たいと感じたら願いがかなわない
「火の玉石」、明治の大火でも焼け残った椎の「御神木」、国の有形文化財の「拝殿」や「狛
犬」など。拝殿では珍しい「二礼・四拍・一礼」。ロープウェーで登った弥彦山からは佐渡島
や新潟平野の絶景を楽しみ、下山後は日本海の海の幸を堪能して帰ってきました。
10 月は「安達太良山紅葉登山」と「岩手・猊鼻渓と遠野民話ハイク」です
紅葉が始まる 10 月は 2 つの紅葉を楽しむ企画。安達太良山の紅葉は山頂から 10 月初
めに始まり中旬に山全体が見ごろを迎えます。また、岩手・猊鼻渓では 10 月下旬に紅葉の
舟下りが楽しめます。皆さんのご参加お願いいたします。

ハイキング・リーダー養成講座にご参加を！途中参加も大歓迎！
●10 月 18 日（金）午後 6 時～８時 ハイキング計画書作り 安達公民館
●11 月 23 日（土）午前 8 時～16 時 実地講習 安達太良山湯川コース

森のようちえん＆がっこう
10 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。
参加者募集中！！

・日程 10/6 11/2
12/1
・時間 10 時～15 時
・参加対象 幼児から小学生まで

彌彦神社・拝殿にて

9 月の大名倉山ウォーキング

ハイキング★参加受付中

■10/26～27 岩手猊鼻渓と
えさし藤原の郷、遠野民話
●
●

7 時・岳下住民センター集合
安達太良山 紅葉登山
8 時 あだたらスキー場集合
11/10 矢祭町・滝川渓谷と袋田の滝
7 時 岳下住民センター集合
10/12

ウォーキングにもご参加ください
★11/16

霞ヶ城紅葉ウォーク

9 時 霞ヶ城駐車場 昼食会あり
●10 月のウォーキングはありません。
●12 月は 8 日のハイキング忘年会に合流します。

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

次回は 10/19

場所・岳温泉の青い空
不登校の保護者同士が悩みや体験を交流する場です。
12 月は忘年会をかねた昼食会を検討しています。
個別の教育相談は随時実施しています。

◆今後の予定

11/24

12/21

★10/14 勤労者研修センター

10 時～15 時

こども縁日で 3 種類の軍艦巻き作りをします
★10/20 二本松市福祉センター 10 時
11/17 そばうち 12/14 もちつき 12/22 クリスマス会
●参加者やボランティアやメニューを募集中。

あだたら 10 月 14 日に予定している「こども縁日」は、子どもの居場所作り事業とこども食堂を合わせた企画で、
地域の子どもと大人が一緒に「縁日」を通じて交流するものです。初めての実施で、取り組みがまだまだですが、
青い空に関わる全ての皆さんのお力をお借りして成功させたいと思います。地域の活性化のためには、子どもなど若
い世代の斬新な考えを大切にして世代間の交流と連携が必要不可欠だと思います。皆さんのご支援をお願いします。
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

