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このたびの台風 19 号で犠牲になった方や被災者された方にお悔みとお見舞いを申
し上げます。青い空に関わる方も被災されています。くれぐれもお体をご自愛いただき
ながら復旧をすすめていただきたいと思います。

10 月の「こども縁日」に 90 名参加！！
こども縁日でビンゴ大会

フリースクールでチーズホンデュ

10 月の青い空は、青い空の活動をすすめることが台風災害への支援にもつながるとし
て諸活動をすすめました。こども食堂ハラクッチーと子どもの居場所作りの活動を共同し
て、台風直後ではありましたが、子ども自身による初めての「こども縁日」を開催し 90 名の
親子連れやボランティアさんに集まっていただきました。輪投げ・射的・魚釣りなどの手作り
ゲームや、コカリナ演奏やバルーンアートなどの体験、3 種類の軍艦巻き作り、ビンゴ大会
など子どもたちのたくさんの笑顔をみられる催しとなりました。多くの皆さんのご協力で成
功させることができ、本当にありがとうございました。これからも、子どもが自分たちで企
画・実行するものを見つけていきたいと思います。岩手ハイクも、台風などの影響もありま
したが、被災地同士が交流し合いながら無事に実施することができました。

学習支援＆居場所まなくら

参加者募集中
★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イベント作り
③軽いスポーツ
ほか
放課後学習支援＆子どもの居場所「学びクラブ」=
「まなくら」では、宿題だけでなく、子どもたちがやり
たいことを自分たちで話し合って企画し実行する取り
組みも行っています。10 月に行われた「こども縁日」
もその一つの取り組みです。毎週水曜日 4 時～7 時の
「まなくら」にぜひご参加ください。
11 月の青い空スケジュール
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●青い空に遊びに来てください
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登校拒否・不登校を考える全国大会に参加して
「ひきこもり」の分科会②
当事者の声から学ぶ
・ ・ ・ ・

「こんな僕がいて、親も大変かもしれないが、いま僕が
大変なんだ。わかって欲しい・・・」
「“ありのままのあなたが大切”と言われたことで自分
というものに向き合えた」
「家は安心できる場所であって欲しい」
「親は自分の人生を楽しんでくれたらいい」
ひきこもりからのメッセージ
私たちは、ひきこもりから私たちの社会そのもののあ
り様が問いかけられている。
そして、私たちは“いのち”というものにどう向きあ
っているのか。
家族の思いやりこそが最良の“薬”でもある。
３年間ひきこもっていた青年が苦労を重ね就職し、
めでたく結婚式の花束贈呈の後、両親に「僕がひきこ
もっている間、そっとしていてくれてありがとう」。と
伝えた。
彼の母親は彼にしてやれることは何か、一生懸命考え
たが答えは見つからない。今してやれることはただひ
とつ「今日どんなご飯をつくってやったらおいしく食
べてくれるだろうか」と言う事ばかり考えてきた３年
間だったそうである。支援に関わる視点についてあら
ゆる要素が詰まっているように思える。
宇部フロンティア大学・大学院 西村秀明
西村さんのお話は「当事者の声に学ぶ」という姿勢
通りひきこもっているご本人の率直な気持ちが聞けた
ことがとても良かったです。不登校支援も一人ひとり
の気持ちを受け止めて、一緒に歩んでいけたらいいと
感じました。(C)
終わり

岩手・猊鼻渓とえさし藤原の郷、遠野民話ハイクに 18 名が参加
錦秋の猊鼻渓を堪能

曲り家に宿泊・水光園

遠野・ふるさと村

10 月の岩手・猊鼻渓とえさし藤原の郷、遠野民話ハイクには浪江町や飯舘村などから 18
名が参加。台風 19 号やその後の大雨の被害もありましたが、元気にハイキングを実施しま
した。猊鼻渓では台風の影響で奥の船着き場が壊れて上陸できず、舟での往復だけでし
たが錦秋の渓谷美と船頭さんの温かい口上や自慢ののどにとても感動しました。えさし藤
原の郷では平安時代のリアルなセットと巧妙な撮影技術を目の当たりにしました。そしてと
なりの郷土文化館では奥州藤原時代の仏教文化の水準の高さや全国の観音像のいわれ
などの詳しい解説を受けて、とても勉強になりました。遠野では水光園の曲り家に宿泊し
て、いろりの炭火を囲んで交流会を行いました。翌日はカッパ淵や伝承園を見学して「遠
野物語」の原風景を楽しみ、遠野ふるさと村では地元の語り部から民話を聞くことができ
ました。福泉寺の色鮮やかな紅葉もとても見事でした。お疲れ様でした。
11 月の矢祭町・滝川渓谷は台風災害の状況を判断して多少の変更もあります
滝川渓谷は台風の被害があり復旧工事が進められおりが、袋田の滝は台風の影響は少
なかったようです。ハイキングはその地域の支援にもなりますので、ぜひご参加下さい。

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！
●11 月 23 日（土）午前 8 時～15 時 実地講習・安達太良山湯川渓谷コース

森のようちえん＆がっこう
11 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！！

ハイキング★参加受付中

●

11/10 矢祭町・滝川渓谷
（台風復旧により多少の変更の場合あり）と

11/2

袋田の滝 8 時

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

●
●

岳下住民センター集合
12/8 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
1/18 郡山市・初詣ハイク 9 時開成公園

懇親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
★12/8 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
★1/5 二本松市・初詣ウォーク 9 時 霞ヶ城

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

次回は 11/24

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

12/21

1/19

2/23

★11/9 二本松市福祉センター

10 時～

ホワイトシチューを作ります

★11/17

二本松市福祉センター 10 時～
そば打ち愛好会のご指導でそば打ちをします
●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 月の台風 19 号をはじめとした地球温暖化が原因とみられる自然災害の脅威がますます増大していま
す。スウェーデンの高校生の環境活動家グレタさんは、温暖化対策を訴えるために学校の授業をボイコットしてスト
ックホルムの国会議事堂前で座り込みを行い、ノーベル平和賞の候補にもなりました。いま環境問題が手遅れになる
前に私たち一人ひとりが考え行動しなければなりません。「数十年に 1 度」が「毎年必ず」になってしまう前に。
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

