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あだたら青い空

★ホームページやブログをご覧下さい

エール杯争奪
ゲーム大会
11 月 3 日（祝・水）1 時 30 分
二本松市勤労者研修センター
●種目 ボウリング 卓球 カーリング
輪投げ フラフープ オセロ など
●点数制で豪華？賞品をゲットしよう
●子どもから高齢者まで参加自由！無料

あだたら青い空で検索

2021 年 11 月 1 日

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

10 月のあだたら青い空の交流活動「エール」は、1 回目は「スパ
イシーカレー作り」で美味しいカレーとナンを作りました。2 回目の
「ゲーム大会」は会場の都合で 11 月 3 日に延期になりました。来年
度のハイキングとウォーキングの計画作りも始まりました。
こども食堂ハラクッチーでは、1 回目は鶏肉のそぼろ・ツナ・カニ
カマの 3 種類の軍艦巻きを、2 回目はタコさんライスピザとフルーツ
パフェを作りました。ＪＡさんやヨークベニマルさんなどからいただ
いたお米や食料品の配達支援も実施しています。
紅葉シーズンの「裏磐梯五色沼と檜原湖遊覧船ハイク」は好天に恵
まれ、「土湯温泉ウォーキング」も小雨でしたが実施し、四季の里で
の昼食会も行いました。11 月も感染対策を徹底して取り組みます。

被災者支援と地域交流活動 11 月の『エール』
どなたでも自由に参加できます。電話 0243-24-1518 で予約してください。
★11/3（水）ゲーム大会 午後 1 時 30 分～ 二本松市勤労者研修センター
★11/6（土）観音沼・羽鳥湖ハイク 午前 7 時 30 分 福島市役所など
★11/13（土）ワイヤークラフト 午後 1 時～ 福島市清水学習センター
★11/20（土）福島市じょーもぴあ・文知摺観音 午前 9 時 福島市じょーもぴあ
★11/23（火）霊山読図山行 午前 9 時 りょうぜん紅彩館うえの駐車場
★11/27（土）しめ縄作り 午後 1 時～ 二本松市福祉センター

★11/7

二本松市福祉センター

そば打ち

タコさんライスピザ作り

10 時～

ざるそば 汁そば
二本松市福祉センター

★11/21
10 時～
ハヤシライス スイートポテトケーキ
どなたでも参加は自由。電話予約が必要。
ボランティアや食材提供も募集しています。

子どもたちも一生懸命

お米などの無料配布も実施中！
今後の日程 ●12/5 もちつき からめもち 雑煮
●12/19 クリスマス会 ビンゴ大会

不登校
Ｑ

11 月の青い空スケジュール
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四季の里で昼食会
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家ではごろごろ、ゲームやマンガばかりの生活
で。せめて少しでも勉強してくれれば・・・。

Ａ 子どもが毎日ごろごろしているのを見ると気が重く
なることも。でも現在のお子さんの心情は「それどころじ
ゃない」
「やる気が出ない」などの疲れた状態なのでしょう。
ゲームやマンガに集中することによって、つらさをやり過
ごしたりしているのでしょう。でもゲームに何時間でも集
中できる大きなエネルギーがあることを喜びましょう。ま
た、ゲームやテレビやマンガもいろいろと勉強になる内容
もたくさんあります。人生勉強、無駄なことの中にこそ真
実が潜んでいたりします。学校の教科書だけが勉強ではあ
りません。生活の中での経験や発見など様々な場面での「広
い学び」が一方にあります。自分が関心をもって自分で学
んだものは力になるでしょう。まずは「やりたいことを心
行くまでやれる」家庭環境にすることです。（つづく）

五色沼のブルーと檜原湖遊覧船からの磐梯山
10 月の「裏磐梯五色沼と檜原湖遊覧船ハイク」は好天にも恵まれ、五色沼のコバルトブ
ルー・エメラルドグリーン・赤銅色など様々な色をした 8 つの沼を楽しみました。また、檜原
湖遊覧船からは雄大な磐梯山と檜原湖の大小様々な島を望むことができました。最後に
レイクリゾートの温泉で全身をリフレッシュして帰途につきました。お疲れ様でした。

五色沼にて

11 月 6 日は「観音沼と羽鳥湖紅葉ハイク」
11 月 6 日の青い空ハイキングは、紅葉シリーズ第 2 弾「下郷町観音沼と天栄村羽
鳥湖ハイク」です。どちらも紅葉の名所で、観音沼は一周 1 時間のコース、羽鳥湖は
湖畔の散策コース 1 時間を歩きます。道の駅「しもごう」と「羽鳥湖」でも現地の特
産物を求めたいと思います。参加者募集中！！

檜原湖遊覧船からの磐梯山

11 月 20 日は「福島市じょーもぴあ→文知摺観音ウォーク」
11 月 20 日のウォーキングは、福島市じょーもぴあ宮畑から文知摺観音をめざし
ます。じょーもぴあ宮畑は「しゃがむ土偶」や大きな「掘立柱建物」などが有名で、
文知摺観音は「もちずり石」や多宝塔、紅葉などが見どころです。

11 月 13 日「ワイヤークラフト」 23 日「霊山読図山行」
27 日「しめ縄作り」など、エール企画にもご参加ください

檜原湖遊覧船乗り場にて

11 月の地域交流「エール」も多彩な企画となっていますので、ぜひご参加くださ
い。13 日は針金を使ったクラフト、23 日は紅葉の名所・霊山を地図を見ながら歩き
ます。27 日は正月準備として「しめ縄作り」を行います。

2022 年度のハイキングとウォーキングの計画作りを始めました
コロナ禍の見通しが不明ですが、皆さんのご意見ご要望をお待ちしています。

11/6
・日程 11 月 14 日 （次回 12/11）
・時間 10 時～15 時
・参加対象 幼児から小学生まで
参加費 1500 円
参加者募集中！
森の探検 木登り 芋ほり
焼き芋作り ブランコ作り
池の生物探し など

■参加費
青い空の畑で芋ほり

次回 11/2813 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

12/26

観音沼と羽鳥湖紅葉ハイク

バス

7 時 30 分 福島市役所駐車場
8 時 10 分 二本松市岳下住民センター

●下郷町観音沼の紅葉散策
●天栄村羽鳥湖の紅葉見物
●道の駅めぐり

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

◆今後の予定

★集合

土湯温泉・男沼にて

1/30

正会員 2000 円
賛助会員 2200 円その他 2500 円

観音沼の紅葉

★11/20 福島市 じょーもぴあ

文知摺観音紅葉ウォーク
9 時 福島市じょーもぴあ宮畑
（福島市岡島宮田 78）

集合

★12/12 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

あだたら 青い空では不登校の保護者の教育相談もしています。保護者はお子さんの勉強の遅れを心配します。し
かし、学校の教科書の勉強の成績に一喜一憂するのはどうでしょうか。私の好きなテレビ番組の『博士ちゃん』では、
子どもたちが自分の得意な分野（音楽・スポーツ・古代文明・軍艦島・鉱物・食器・等々）の授業を行いますが、子
どもたちの能力の素晴らしさには毎回驚かされます。これが本物の勉強ではないかとつくづく考えさせられます。
ＮＰＯ法人あだたら青い空の会員加入、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

