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コロナ感染対策に万全を期して取り組みを実施しました
3 月の青い空の活動も新型コロナウイルスの影響を受けましたが、万全の対策を
取りながら実施できる範囲でイベントに取り組みました。
二本松こども食堂ハラクッチーでは、1 回目は状況を把握するために中止にしま
したが、2 回目は利用者の要望が強かったこともあり、メニューや実施時間の短縮
などによって無事に実施することができました。当日は 3 組に分かれて思い思いの
カレーライスを作りました。とても美味しいカレーライスができあがりました。
「いわき市観梅と海の幸ハイク」は、少人数で、マスク着用や換気に気をつけて
実施しました。いわき市フラワーセンターでは梅の花は終わりに近づいていました
が、早咲きの「修善寺寒桜」が見ごろでした。また初めて行った梅の名所・専称寺
では 500 本の梅の古木や大クスノキを見学でき、県内唯一の国宝建造物・白水阿弥
陀堂では平安末期の阿弥陀三尊像や浄土庭園を堪能しました。
「郡山市梅ロードウォ
ーク」もウグイスのさえずりを聴き安達太良山の遠望をバックにして、紅やピンク
や白の梅の花を楽しみました。4 月からも万全を期して実施したいと思います。

3 月のこども食堂ハラクッチー

みんなで楽しくカレーライス

2020 年度ＮＰＯ法人あだたら青い空の会員継続と新規会員を募集中
ＮＰＯ法人あだたら青い空は「震災復興と子どもを中心とした地域の居場所作り」
を活動の基本としていますが、新型コロナウイルス感染問題が深刻になっている現
在、福島の復興にとっても、子どもや大人の居場所作りにとっても青い空の活動が
求められていると思います。青い空の活動の一層の充実のために、ＮＰＯ法人の会
員継続と新規会員、寄付の募集にご協力をお願いいたします。

梅の花の香りに癒されます

不登校と教育機会確保法③
★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！参加者募集中！
★内容 ①ゆっくり休む ②やりたいことをする
③勉強も OK ④みんなで計画をして遊ぶ
子どもの居場所では、まずゆっくり休むことを大事
にします。またやりたいことをします。そしてみんなで
話し合っていろいろなことを行います。
参加者募集中！！ボランティアも募集中！
4 月の青い空スケジュール
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Q なぜこの法律を作ろうとしたのですか？
A 学校にもどすことでなく、多様な形で学べるような
しくみをつくるため
現在、不登校の小中学生は全国で 16 万人以上います。
子どもたちは、いじめや体罰、人間関係で傷つき、学校
への不適合、理由のわからない拒否感などで学校に行か
ない、行けない事情があります。
しかし、これまで日本社会では子どもは学校に通うの
が当たり前であり、「不登校は問題行動」として扱われ、
「学校復帰」を前提に保護者とともに追いつめられてい
ました。
こうした中で、学校に戻すことを前提にするのではな
く、不登校の子どもの気持ちを受け止め、その意思を尊
重して、多様な形で学んでいける社会にしたいと考えて
きたフリースクールや不登校の親の会などは、教育制度
の仕組みを変える新しい法律の必要性を感じました。
学校以外で学ぶ場をつくり、多様な教育を受けて育つ
子どもは増えましたが、助成金や補助金などの公的な支
援が少ないために、保護者や運営者の負担は大変です。
以上のような状況を変え、すべての子どもが学ぶ権利
を保障され、教育機会が確保される新しい法律を作ろう
と話し合いを続けてきました。
（つづく）

いわき市 観梅と古寺巡礼ハイク
いわき市観梅と海の幸ハイクには 13 名が参加
いわき市観梅と海の幸ハイクは、新型コロナウイルス対策に万全を期して実施し、浪
江町や飯舘村などから 13 名が参加しました。いわき市フラワーセンターでは梅の花は終
わりに近づいていましたが、修善寺寒桜や河津桜などの早咲きの桜を見ることができ
ました。500 本の梅の名所で知られる専称寺では梅の古木や大クスノキに見応えがあり
ました。県内唯一の国宝・白水阿弥陀堂では平安末期の由緒ある阿弥陀三尊像や浄土
庭園を見学しました。「ら・ら・ミュウ」での昼食では皆さんが交流を深めました。
郡山市梅ロードウォークでは、好天に恵まれウグイスのさえずりが快い西田町の梅ロ
ードを歩きました。途中の日枝神社や山王桜にも立ち寄り、安達太良山の遠望をバックに
した紅や白の花が咲き誇る梅林は絶景でした。菜園レストランで昼食会も実施しました。

いわき市専称寺にて

白水阿弥陀堂にて

4 月はカタクリや山桜をめでる宇津峰ハイク
4 月の「須賀川市宇津峰カタクリと山桜ハイク」は青い空としては初めての場所です。
カタクリと山桜や新緑を楽しむハイキング。帰りに JA の産直マーケットに立ち寄ります。

4 月のウォーキングは福島市大森城山公園お花見
4 月の「福島市大森城山公園ウォーク」も初めてのウォーキングです。吾妻山や福
島市が一望できる桜の名所です。5 月は飯舘村のヤマツツジの名所「大火山」です。
6 月は予定を変更して郡山市逢瀬公園探鳥ウォークを予定。参加者募集中。

郡山市梅ロードウォーク

4 月の森のようちえんでは、森の探検・木登り・ブ
ランコ作りなどを予定しています。参加者募集中！！

● 4/25 須賀川市 宇津峰カタクリと山桜ハイク

・日程 4 月 5 日 5/17 6/14
・時間 10 時～15 時
・参加対象 幼児から小学生まで

● 5/16

8 時 霞ヶ城駐車場

西郷村

甲子高原新緑ハイク

8 時 霞ヶ城駐車場

● 6/27 蔵王山御釜と御田神園地お花畑ハイク
8 時 霞ヶ城駐車場

★4/18 福島市 大森城山公園 お花見ウォーク
9 時 信夫学習センター 集合
★5/23 飯舘村 大火山つつじウォーク
9 時 道の駅「までい館」集合
★6/6 （予定変更）郡山市逢瀬公園探鳥ウォーク
9 時 郡山市逢瀬公園西口駐車場集合

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

次回 4/26

13 時 30 分～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。
個別の教育相談は随時実施しています。

◆今後の予定

5/31

6/28

7/25

★4/12 二本松市福祉センター

10 時～

豚肉のしょうが焼き（予定）など

★4/19

二本松市福祉センター

野菜炒め（予定）など
●5/10
●5/24
●6/7

10 時～

●6/21

参加者やボランティアやメニューを募集中！！

あだたら 新型コロナ感染が衰えを見せず、外出自粛が呼びかけられています。福島でも梅や桜の花が咲き、いつ
もより早く春が訪れています。野山では多くの野鳥がさえずりをしています。岳温泉の青い空の周りでも、毎日 20
種類近くの野鳥の姿や鳴き声を観察できます。野鳥の観察はなによりも心を癒すだけでなく、環境の変化を知る上で
も重要かと。コロナ感染は心配ですが、たまにはゆっくり散歩して野鳥や野草を楽しんでみてはいかがでしょうか。
ＮＰＯ法人あだたら青い空の 2020 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

