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こども食堂の継続と 4 月からの学習支援の実施にむけて
1 月から皆さんにご協力をいただいている赤い羽根募金は、こども食堂ハラクッチー
の新年度の継続実施や 4 月から新たに実施を検討している「放課後学習支援」のため
のものです。赤い羽根募金は 1 月末現在 10 数万円のご協力をいただいていますが、ま
だ目標の半分にとどまっています。さらにお知り合いの方に赤い羽根募金をお願いし
ていただきたいと思います。募金は 3 月 31 日まで。よろしくお願いいたします。
●放課後学習支援計画●
★毎週 1 回 午後４時～7 時 二本松駅近くの町内会館にて
★小中学生を対象に無料で宿題をはじめとした学習支援を実施
★必要に応じて夕食も提供する
★学習支援や調理ボランティアを募集中

こども食堂で厚焼き卵

2 月は恵方巻き作りやいちご狩りなど春を待ちわびる取り組みをしました
2 月の青い空はこども食堂では節分の「恵方巻き作り」、ハイキングでは「いちご狩り
ハイク」と春を待ちわびるイベントを実施しました。フリースクールでは 3 月の親睦旅行
の計画作りなど忙しい日々を送りました。ＮＰＯ法人の新年度会員も募集しています。

みんなで食事、楽しいね

不登校の家族が越える 5 つの関門④
第 2 関門 「非審判的態度で受容する」
（2）

★3/2
★3/10

二本松市福祉センター 10 時
二本松市福祉センター 10 時

ですから、このような状態について批判や注釈を加えない
で、まして叱りつけて無理に連れて行くことは絶対にやめ

2 月から日曜日も開店！

て、まずそのまま丸ごと受け止めることから出発する必要が

二本松こども食堂ハラクッチーは食育を通して
「子育て支援と地域の居場所作り」を進めています。
こども食堂に参加する子どもも大人も一緒になって
ハラクッチーをより良い居場所にするために協力し
ていただきます。2 月のハラクッチーは、1 回目は節
分なので恵方巻きを作り、豆まきをしました。2 回目
はけんちんうどんなどを作りました。参加したみんな
が仕事を分担して頑張りました。参加者募集中。

あるわけです。非審判的態度ということが重要になるのです

3 月の青い空スケジュール

い」というサインとして受け止め、深刻化する前に対応でき
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が、
「原因探しに走る」ことは、これに反することになりま
す。もちろん、不登校の原因を冷静にじっくり考えることは
大切で、不登校のきっかけは大きく次の 4 つがあると思いま
す。一つ目は、「いじめ」がきっかけで不登校になることが
とても多く、親も学校も不登校を「いじめがあるかもしれな

るチャンスを子どもが与えてくれていると考えていただき
たいです。二つ目は、学校での体罰が怖くて行けなくなると
いうケースが多いのですが、これは学校だけの問題ではな
く、残念ながら日本では「しつけには体罰が必要」と考えて
いる親御さんもまだ多いので、学校での体罰も見過ごしてし
まいがちです。「いじめ」や体罰は重大な人権侵害であり時
には犯罪にもなるという認識が必要ですし、こうした「いじ
め」や体罰が背景にある場合は、当然子どもの安全を確保し、
人権を守るという取り組みが必要になってきます。
（つづく）

楽しく歩いておしゃべりし食べるのが健康の秘訣ですね
いちご狩りや荒川の歴史、こけしに親しみました
2 月の福島市四季の里いちご狩りハイクには、浪江町や飯舘村、二本松市、福島市
などから子どもも含め 26 名が参加。四季の里いちご園で甘いイチゴをたくさん食べ
てから、荒川沿いの水林自然林を散策。洪水を防ぐための霞堤や地蔵原堰堤などの文
化財を見学。四季の里で昼食会を行った後はアンナガーデンにあるこけしの西田記念
館を見学し、東北にしかないこけしの貴重な伝統文化に触れました。お疲れ様でした。
●岩角寺ウォークで本宮の歴史を勉強しました
本宮市岩角寺ウォークには 11 名が参加。岩角寺は中尊寺や山寺や瑞巌寺と同様に
慈覚大師が創建した比叡山延暦寺の直末寺で、岩角山一帯の岩には西国霊場 33 ヶ所
の 808 躯の仏像が彫られており、金花水や梵鐘が有名です。次に本宮市民に「明神様」
と親しまれている安達太良神社に参拝。安達太良山をご神体とする神社です。

甘～い！いちごをたくさん食べました

◆3 月のいわき勿来の関と河津桜お花見ハイクで一足早い春を満喫
3 月の「いわき勿来の関と河津桜お花見ハイク」では、いわき「勿来の関」での歴史
散歩や、火力発電所や高野花見山での早咲きの河津桜の観賞など、一足早い春を満
喫します。また、ららミュウでの昼食や海産物の買い物なども楽しみです。

ハイキング★参加受付中

◆3/23 いわき勿来の関と
河津桜お花見バスハイク
8時

二本松市霞ヶ城駐車場

勿来関歴史散歩、火力発電所の河津桜、高野花見山、
ららミュウなど
★参加費 2000 円を予定

◆4/20
8時

◆5/25
9時

下郷町・戸赤の山桜と観音沼桜ハイク
二本松市霞ヶ城駐車場 バスハイク
★参加費 4000 円を予定

田村市・高柴山ヤマツツジハイク
ヨークベニマル小野プラザ店駐車場
田村郡小野町飯豊柿人 63（小野インター近く）
二本松霞ヶ城から送迎あり ★参加費 500 円

本宮・岩角寺ウォーク

歴史散歩

森のようちえん＆がっこう
・日程 3/9
4/7
5/12
・時間 10 時～15 時
・内容 フォレストパークあだたらやスキー場や岳温泉の
周りの山や川で自由に遊びます。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、ブランコ遊び、雪遊びなど。

・参加対象 幼児から小学生まで
毎月小学生までを対象に野山で自由に遊びます。子ど
もの時期の自然体験は学力を始め人間力や生きる力を育
む上でとても貴重なものです。

★3 月はそりすべり・雪山探検・ブランコ・足湯など

ウォーキングにもご参加ください
2 月の本宮市岩角寺と安達太良神社ウォークでは岩角
山の山中にあるたくさんの史跡を観賞しました。また、
安達太良神社の近くの豚カツ屋さんで昼食会。

★3/3 飯野町・つるし雛祭りウォーク
9 時 飯野町支所はす向かいの学習センターよこＳＬ前
ひな祭り見学と昼食会

★4/14 飯舘村・虎捕山新緑ウォーク
9 時 飯舘村・道の駅「までい館」駐車場
山津見神社見学と虎捕山ハイク

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

次回は 3/24 13：30～16：00 青い空
不登校の保護者同士が悩みや体験を交流する場はあ
まりありません。不登校や引きこもりでは家族への支援
がとても重要です。今年は学習会やハイキングや会食会
なども検討しています。岳カフェでは「教育機会確保法」
の学習会も行っています。お気軽にご参加ください。

◆今後の予定

4/13

5/19 6/30

あだたら 千葉県で起きた小学生虐待死事件には心が痛みます。子どもを自分の所有物としか見ないような人権感
覚の欠如した両親も許せませんが、子どもを社会全体で守る機能がなくなった日本社会の実態にも怒りを禁じえま
せん。この事件が氷山の一角でないことを願わずにはいられません。そして、この事件をきっかけとして、不登校
の子どもへの一斉点検が始まりました。安心して休んでいる子どもへの悪影響がない事を祈りたいと思います。
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 店番 828 普通 3843486 特定非営利活動法人 あだたら青い空

