青い空ニュース
発行 NPO 法人

NO.64

あだたら青い空

★ホームページをご覧下さい

2018.7.1

〒964-0074 二本松市岳温泉 2-20-11
TEL・FAX 0243-24-1518

あだたら青い空で検索

ＮＰＯ法人あだたら青い空の通常総会を開催
6 月は 2 年目を迎えたＮＰＯ法人あだたら青い空の通常総会が行われ、2017 年度の事
業報告と決算、2018 年度の活動計画と予算案が承認されました。総会では青い空の活
動を広げるための宣伝広告や助成金などの議論がありました。総会後はお弁当を食べ
ながら交流しました。6 月の青い空は梅雨時でしたが多彩な活動を展開。フリースクール
ではやりたいことをやることを基本にし、「岳温泉活性化計画作り」、青い空の庭の梅を
収穫して梅ジュース作り、体育館でスポーツなどをしました。こども食堂ではスパゲティ
ナポリタンやタコピラフなどを作り、合唱なども始めました。ハイキングでは南会津の髙
清水ヒメサユリと大内宿、ウォーキングでは大玉村の遠藤ヶ滝に行きました。森のようち
えん＆がっこうでは小雨ながら森のブランコ作りや木登りや足湯などを楽しみました。
●ボランティアスタッフを募集中です
あだたら青い空が実施している活動のボランティアスタッフを募集しています。
子どもの安全管理を基本に、一緒に調理したり遊んだりします。ハイキングやウォー
キングは誘導や安全管理、コースの選定などです。お気軽にご応募下さい。
ハイキング・ウォーキング
実施時間内
参加者の誘導、安全管理、コースの提案
フリースクール
午前か午後
子どもと一緒に過ごす 遊びや散歩も
こども食堂ハラクッチー
10 時～14 時 子どもと調理・食事・片付けをする
森のようちえん＆がっこう 10 時～15 時 子どもと森や川で遊ぶ
安全管理

タコの足って大きいね

大玉村・遠藤ヶ滝ウォーク

森のようちえんでブランコ作り

6 月のこども食堂ハラクッチーでは、1 回目はスパゲティナポリタン
やコンソメスープを、2 回目はタコピラフやヒジキのサラダを作りまし
た。毎回子どもたちも一生懸命に調理や食器洗いなどをします。片付
ご参加下さい。
けの後はみんなで折り紙やお絵かきやいろんなゲームして遊びます
が、6 月からは歌を歌うことを始めました。7/21 はキャンプ場でカレー
ライスを作ったり、森の中で遊んだりします。ぜひご参加下さい。
ハラクッチーはだれでも自由に参加して、みんなで楽しい時間を作
りだす取り組みです。お知り合いの方を誘ってご参加下さい。

7/7 メニュー募集中

7/21

キャンプ場でカレーライス

10 時～15 時
7 月の青い空スケジュール
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7/21 のこども食堂ハラクッチーは
キャンプ場でカレー 電話予約受付中
★10 時 フォレストパークあだたら
第 2 駐車場集合
10 時 30 分 調理開始
12 時 食事と片付け
13 時 森遊び（木登り・森のブランコ）
15 時 解散
★メニュー カレーライスと野菜サラダ
★持ち物 長袖・長ズボン・帽子・手袋・
飲み物・シート

不登校の子どもの権利宣言（再録）⑩
9.プライバシーの権利
おとなは私たちのプライバシーを侵害してはならない。
例えば、学校に行くように説得するために、教師が家に勝手
に押しかけてくることや、時間に関係なく何度も電話をかけ
てくること、子どもの意に反して親が教師に家での様子を
話すこともプライバシーの侵害である。私たち自身に関す
ることは、必ず意見を聞いてほしい。
メールを勝手に見られたり、勝手に子どもの部屋に入って
掃除をすること。学校でも突然に持ち物検査をすることは
やめてほしい。子どもの意に反して親と教師が子どもの様
子を話すこともプライバシーの侵害になる。 （つづく）

ピンク色のヒメサユリは香りも素敵でした
南会津の髙清水ヒメサユリと大内宿ハイクに 20 名が参加
6 月の南会津の髙清水ヒメサユリと大内宿ハイクには浪江町・福島市・二本松市などか
ら 20 名が参加し、福島県の西側県境にしか自生しないヒメサユリの群生を鑑賞してから
温泉入浴と昼食会を行い、戊辰戦争の一舞台となった大内宿を見学し往時を偲びまし
た。ピンク色の可憐なヒメサユリの周りにはたくさんのワラビも自生していましたが、この
ワラビによってヒメサユリの球根がネズミなどの食害から守られているそうです。ピンク
色のヒメサユリの中に、わずかですが白色の白ヒメサユリも咲いていました。大内宿は会
津と日光や江戸を結ぶ下野街道の宿場町でしたが、戊辰戦争の戦禍を免れるために大
変な苦労をしたそうです。お疲れさまでした。毎月のハイキングの参加者募集中。

可憐なヒメサユリ

南会津の髙清水公園前

★7 月の裏磐梯不動滝と檜原湖畔ハイク
★8 月の十和田湖奥入瀬ハイクと青森市ねぶた祭り
★9 月の会津まつりと戊辰戦争 150 年歴史ハイキング
7 月に予定していたデコ平はゴンドラが運休中なので不動滝と檜原湖畔ハイクに変更
しました。8 月の十和田湖奥入瀬ハイクと青森市ねぶた祭りは奥入瀬渓流を散策して、翌
日は八甲田山のロープウェー・三内丸山遺跡・青森市のねぶた祭りなどを見物します。

大内宿にて

森のようちえん＆がっこう
・日程 7/22
8/19 9/9
・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、ロープ遊びなど。

ハイキング★参加受付中
裏磐梯小野川湖不動滝と檜原湖ハイク

◆7/8

8時
二本松市霞ヶ城駐車場
9 時 30 分 五色沼ビジター 集合

集合

・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
む上でとても貴重だと尾木ママも推奨しています。

7 月は森の探検・川遊び・ブランコ作り・足湯を予定

◆8/3～5 十和田湖奥入瀬ハイクと青森市ねぶた祭
6 時 30 分 二本松市霞ヶ城駐車場
◆9/23 会津まつりと戊辰戦争 150 年歴史ハイク
8 時 二本松市霞ヶ城駐車場

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 7/29 13：30～ 青い空
不登校や引きこもりは大事な反応で、周りが理解して、
ゆっくり休ませることが何よりも大切です。保護者同士ざ
っくばらんに悩みや経験を交流します。参加は自由。
8/4～5 金沢大学・角間キャンパスにて不登校全国大会
参加ご希望の方は青い空までご連絡ください。

◇今後の予定

8/26

6 月の遠藤ヶ滝ウォークには 11 名が参加し、想い
人をあやめて修行の道に入り遠藤不動尊に祀られた
遠藤盛遠を偲んで、涼しげな杉田川沿いの散策路を歩
きました。終了後はフォレストパークにて昼食会。

★7/14
9時

あだたら渓谷ウォーク
あだたらスキー場駐車場

昼食会予定

★8/11 フォレストパークあだたらウォーク
9時

フォレストパークあだたら駐車場

昼食会予定

9/30

あだたら 昔、エデュケーションという英語の和訳を考えた人が「教育」と訳してしまいました。しかし、エデュ
ケーションの本来の意味は「能力を引き出す」という意味であり、教え育むという「教育」ではなく、むしろ「支
援」と訳すべきだったとある教育学者が言っているのを聞いたことがあります。教育とは教科書に書いてあること
を理解することではなく、その人に備わっている能力を引き出すための「支援」をすることなのだと思います。
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

