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10 月のＮＰＯ法人あだたら青い空は、フリースクール青い空・不登校の保護者の交流会・リ
フレッシュ・ハイキングとウォーキング・ふれあいキッチン「ハラクッチー」と活動をしました。
森のようちえんは台風のため中止でした。不登校の子どもの数が全国的に過去最高になっ
たというニュースが流れていましたが、青い空としても受け入れ態勢の改善や拡大、不登
校の保護者の交流会の一層の充実が求められています。一切経山紅葉ハイクには 27 名、
きぼっこの森紅葉ウォークには 12 名が参加し、紅葉を楽しみました。被災者支援の内容も
復興住宅での活動なども検討します。ふれあいキッチン「ハラクッチー」は多くの皆さんの
ご支援とご協力でようやく軌道に乗りつつあり、さらに地域の諸団体や町内会などとの連
携を強めていきたいと思います。各種のボランティアへのご協力をお願いします。

来年の 1 月からハラクッチーの赤い羽根募金を開始！！
食育や子育て交流を重視したふれあいキッチン「ハラクッチー」事業は、平成 29 年度の
赤い羽根共同募金会「地域課題解決型募金」に参加することになりました。福島県内では
青い空を含め 3 団体が参加し、来年 1 月から 3 月まで地域で募金活動をすすめ、集まった
募金額に応じて 3 団体に助成金が支給される募金です。改めて募金のお願いをしますが、
会社や団体や地域の町内会・個人などお知り合いの方をご紹介いただきたいと思います。

きぼっこの森紅葉ウォーク
紅葉が見ごろでした

9 月の終わりのふれあいキッチン「ハラクッチー」には川俣町の小中学生 8 名に参加
していただきました。10 月のハラクッチーは 1 回目がカレーライスと野菜スープを、2
回目は豚肉とキャベツのみそ炒めや中華スープなどを作りました。子どもたちは上手
にジャガイモの皮をむいたり、缶切りで缶を開けたり、食器を洗ったりしました。食事の
後はみんなでお絵かきや折り紙をしたり、ハンカチ落としや風船バレーボールなどを
して楽しく過ごしました。これからも地域のそば打ち愛好会や地元の町内会の皆さん
とも協力して、より良いハラクッチーにしていきたいと思います。
11 月 18 日はメニュー募集中！ 11 月 25 日は「そばうち」体験！
12 月 9 日は「餅つき大会」を予定！！
食材の提供や調理ボランティアも募集中！
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★青い空に遊びに来てください
★ボランティアも募集しています

みんなで食べると美味しいね！

子どもたちは調理が大好き！

不登校の子どもの権利宣言（再録）②
1.教育への権利
私たちには、教育への権利がある。学校へ行く・行かない
を自身で決める権利がある。義務教育とは、国や保護者が、
すべての子どもに教育を受けられるようにする義務であ
る。子どもが学校に行くことは義務ではない。
私は小学生のころ、義務教育の義務は子どもが学校に行
くことだと思っていたし、周りの大人もそういう考えだっ
た。学校に行けずに「休んでしまっている」と後ろめたい気
持ちで過ごしていた。しばらくしたら、周りの大人たちに、
「義務教育くらいは学校に行きなさい」とか、「義務教育な
んだから」と言われるようになって嫌だったし、義務って何
だろうと思った。
子どもが学校に行くことが義務ではなく権利だというこ
とを後から知って、自分は間違ってなかったのだと、本当の
意味で安心することができた。
（つづく）

10 月の一切経山紅葉ハイクには浪江町や飯舘村、福島市などから 27 名が参加。紅葉
が見ごろを迎えた浄土平を出発して一切経山をめざしました。途中では鮮やかな紅葉
とともに霧で見え隠れする吾妻小富士などの幻想的な景色を見ることができました。
一切経山の頂上からの「魔女の瞳」（五色沼）は残念ながら望むことはできませんでし
た。でも下山途中に鎌沼に立ち寄りました。お疲れ様でした。
一切経山山頂は五里霧中！

鎌沼にちょっと寄り道しました

11 月の奥飯坂・茂庭っ湖いも煮会ハイクにご参加を！
11 月 11 日は飯坂温泉の奥にある摺上川ダム（茂庭っ湖）の紅葉を楽しんでからいも
煮会を行います。摺上川ダムの青と周りの紅葉が絶妙なコントラストです。どなたでも
お気軽にご参加ください。初参加やご家族連れも大歓迎です。
12 月 10 日はハイキングの一年を締めくくる忘年会です。今年のハイキングを振り返
るスライド上映と来年のハイキング計画を話し合います。昼食交流会も行います。
来年のハイキング計画に対するご要望をお寄せください
2018 年は 2 月に伊豆・箱根、8 月に奥入瀬・青森ねぶた祭り、10 月に蔵王・松島などを
検討しています。皆さんのご要望をお寄せください。詳しくはホームページをご参照。

リフレッシュ★ハイキング

◆11/11 奥飯坂・
茂庭っ湖いも煮会ハイク
9 時 摺上川ダム下もにわの湯駐車場
8 時 二本松市霞ヶ城から
送迎車を用意
摺上川ダムの周辺を散策
してからいも煮会を実施。
紅葉もまだ見ごろですよ。
摺上川ダムは爽快です

◆12/10

ハイキング忘年会

10 時～13 時 二本松市勤労者研修センター
今年の振り返りと来年の計画作り 昼食会
来年のハイキングの要望を受け付けています。
★初めての方もお気軽にご参加下さい。予約受付中

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

次回は 11/26

1：30～ 青い空にて

不登校や引きこもりの方の保護者ならば参加は自由
です。悩みなどをざっくばらんに話し合います。
10/1 の岳カフェには 13 名が参加し、「不登校にどう向
き合うか」「高校進学をしていない子どもにどう寄り添
うか」などの話合いをしました。参加は自由です。
◇今後の予定 12/17
1/28

森のようちえん＆がっこう
・日程 11/19
12/3
1/21
・時間 10 時～15 時
・内容 フォレストパークあだたらや岳温泉の周りの山
や川などで自由に遊びます。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、川遊び、雪遊びなど。
・参加対象 幼児から小学生まで

・服装と持ち物
長袖長ズボン、長靴、手袋、帽子、かっぱ、お弁当、
飲料水、タオル、着替え
★小雨決行です

初めての参加でも歓迎します
11 月は森の探検や秘密基地、ミニキャンプなど。

ウォーキングにもご参加ください

★11/23 霞ヶ城紅葉ウォーク
9時

★12/2

二本松市霞ヶ城駐車場

スカイピアウォークと忘年会

9 時 岳温泉スカイピア駐車場
◆2 時間程度のウォーキングです。
どなたでもお気軽にご参加ください。

あだたら 紅葉の時期ですが、福島県は紅葉の名所が数多くあります。裏磐梯の五色沼・スカイライン・霊山・夏井川渓
谷・青い空のそばの安達太良山など。青森の奥入瀬、日光、京都のお寺、日本アルプスの紅葉も素晴らしいですね。紅葉
は一説には植物が自己防衛の手段として葉の色を変えて、やがて落葉させると聞きました。不登校も自分らしさを取り
戻すためにおこす自己防衛としての大切な反応なのです。大事なのは周りの大人がそれを理解して見守ることです。
ＮＰＯ法人あだたら青い空の会員への加入や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 ゆうちょ銀行 店名八二八 店番 828 普通 3952053 あだたら青い空

