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子どもたちはそば打ちが
大好きです

2017.12.1

11 月のＮＰＯ法人あだたら青い空は、まず 2 回のこども食堂・ふれあいキッチン「ハラクッ
チー」にはそれぞれ親子連れなど 31 名が参加し、魚料理やそば打ちなどをしました。地元
の安達そば打ち愛好会や伊達市の浪江まち物語つたえ隊の皆さんにご協力をいただき、
ありがとうございました。これからも地域の皆さんとの交流を大切にしたいと思います。次
に「茂庭っ湖いも煮会ハイク」には 15 名、「霞ヶ城紅葉ウォーク」には 12 名、森のようちえん
には 5 名が参加しました。フリースクール青い空の利用者は少なかったですが、不登校の保
護者の交流会「岳カフェ」では参加者同士の悩みや経験を交流しました。
地域の皆さんと協力して、あだたら青い空の活動をさらに前進させたいと思います。

来年の 1 月からハラクッチーの赤い羽根募金を開始！！

打ちたて、ゆでたての美味しい
おそばをいただきました

森のようちえんでサツマイモ掘り

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。別紙の振込用紙付の地域課題解
決募金リーフレットを使って募金を集めていきます。皆さんには、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。よろしくお願いします。

11 月のこども食堂・ふれあいキッチン「ハラクッチー」では、1 回目はタラのムニエルと
芋煮を、2 回目はそば打ちをしました。タラのムニエルは初めての魚料理でしたが芋煮
もすべて残さず食べきりました。安達そば打ち愛好会の皆さんにご協力をいただいた
そば打ちは、子どもたちが一生懸命にそば打ちを行い、ざるそばと温かいつけそばに
舌鼓を打ちました。また伊達市の浪江まち物語つたえ隊さんに紙芝居をしていただき
ました。12 月は 9 日に地域の真弓町内会の皆さんともちつき大会を、16 日はクリスマス
会を開きカップケーキや鶏肉料理を予定しています。地域の様々な人たちとの交流も
どんどん進めていきたいと思います。どなたでもお気軽にご参加ください。

12 月 9 日はもちつき大会
霞ヶ城紅葉ウォーキング

16 日はクリスマス会

食材の提供や調理ボランティアも募集中！

不登校の子どもの権利宣言（再録）③
2.学ぶ権利
私たちには、学びたいことを自身に合った方法で学ぶ権
利がある。学びとは、私たちの意思で知ることであり、他者
から強制されるものではない。私たちは、生きていく中で多
くのことを学んでいる。
いつも勉強についていけなかった。学校に行けなくなっ
て、勉強の遅れを取り戻せないとさらに焦った。
時間がたって、学校に行っていない人がたくさんいるこ
と、学校に行かずに大人になった人がいることを知り、机に
向かう勉強だけが学びじゃないんだと知って、とても気持
ちが楽になった。どこかに出かける、家事をする、映画を観
る、読書をする、そうする中にもたくさんの学びがある。勉
強は、競わされたり、押し付けられてするものではないから。
自分がやりたいと思ったときに学ぶから、よく理解できるし
楽しめるんだと私は思う。
（つづく）
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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

11 月の奥飯坂・茂庭っ湖芋煮会ハイクには浪江町や飯舘村などから 15 名が参加。あ
いにくの天気で芋煮会はできませんでしたが、摺上川ダムの 600 段の階段を登りダム
のビジターセンターで摺上川ダムについて勉強してから、もにわの湯の隣の美味しい
手打ちそばを食べて交流しました。紅葉がとても綺麗でした。お疲れ様でした。

★12 月 10 日の恒例のハイキング忘年会にご参加を
600 段の摺上川ダムの階段

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。

2018 年 2 月の「早春の伊豆半島・河津桜と箱根ハイク」の募集を開始します
摺上川ダムの周りの紅葉です

来年 2 月 16～18 日に予定している第 70 回記念「早春の伊豆半島・河津桜と箱根ハイ
ク」の参加者の募集を暫定的に開始します。修善寺・天城越えハイク・河津桜見物・下田
の爪木崎スイセン・箱根芦ノ湖遊覧などの 2 泊 3 日のハイキングにご参加ください。

森のようちえん＆がっこう

リフレッシュ★ハイキング

◆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。

◆

1/14

福島市・信夫山初詣ハイクを予定

9 時 信夫山の護国寺駐車場集合
★初めての方もお気軽にご参加下さい。予約受付中

・日程 12/3
1/21
2/4
・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、ロープ遊び、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
12 月は森の探検やロープ遊び、ミニキャンプなど。

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

次回は 12/17

11：00～ 忘年会

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。
11 の岳カフェでは「不登校は仕方ないけど、いつまで
続くのか不安だ」という悩みが出されました。親として
は高校進学やその後の子どもの人生を心配することは
当然です。しかし学校に行くことが最終的な目標なので
しょうか。子どもが人生の目標を見つけて生き生きと生
きて行くことが大切ですね。不登校はそれを見つける
ための大事な時間ではないでしょうか。
次回の 12 月 17 日は岳カフェの忘年会を二本松駅周辺
のレストランにて時間は 11 時～14 時を予定しています。
詳しくは後日ご連絡いたします。ぜひご参加ください。

◇今後の予定

1/28

2/25

ウォーキングにもご参加ください

★12/2 スカイピアウォーク
＆忘年会 9 時

岳温泉スカイピア駐車場
スカイピア散策・入浴・昼食会をします

★

1/6 二本松市内初詣ウォーク
9時

霞ヶ城駐車場

神社仏閣まわり

3/25

あだたら 「地震にも負けない 強い心をもって 亡くなった方々のぶんも 毎日を大切に生きて行こう 傷ついた
福島を 元の姿にもどそう 支え合う心と明日への希望を胸に」で始まる「しあわせ運べるように」の歌を今年も聴く
ことができました。浪江町から避難されている方たちを中心に二本松市で 4 回目の「子どもに贈る音楽会」が開催され、
子どもたちの爽やかな歌声を聴きながら、福島の復興と子どもの自立支援という青い空の原点を改めて確認しました。
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 3843486 特定非営利活動法人 あだたら青い空

