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新年度のあだたら青い空は、被災者と地域住民の生きがい作りのための交流促進事
業「エール」を開始しました。4 月は「青い空・梅林作り」
「絵画・絵手紙」
「カラー
針金を使った作品作り」を実施しました。岳温泉の青い空の畑には 30 本の梅の苗木
を植えました。
「絵画・絵手紙」では数十年ぶりで絵筆をとり、個性豊かな作品を創り
上げました。
「カラー針金」では悪戦苦闘して可愛い作品が完成しました。
こども食堂ハラクッチーは 5 年目を迎え、子どもたちのリクエストによるメニュー
に挑戦しました。1 回目はトマトクリームスパゲティとポテトサラダを、2 回目はオ
ムレツとマカロニサラダを作りました。これからも子どもたちが主体的に運営する子
ども食堂をめざしていきたいと思います。
コロナ禍は新たな「変異株」の出現という予断を許さない状況ですが、あだたら青
い空は感染防止対策を徹底して、これからもこども食堂や地域交流活動「エール」な
どの活動を旺盛に実施していきたいと思います。皆さんのご支援をお願いします。

絵画・絵手紙教室

みんなでオムレツ作り

被災者支援と地域交流活動『エール』
被災者と地域住民の生きがい作りや新しいコミュニティー作りをめざす「エール」
にご参加ください。どなたでも自由に参加できます。電話で予約してください。
★5/8 （土）全身つぼ療法 午後 1 時～3 時 福島市御山学習センター
★5/15（土）半田山ハイク 午前 8 時二本松霞ヶ城 9 時福島市役所（参加費有）
★5/29（土）簡単写真講座 午後 2 時～4 時 二本松市勤労者研修センター
◆申し込みは あだたら青い空 ０２４３－２４－１５１８まで 参加費無料
あだたら青い空・通常総会のご案内
■日時 6 月 5 日（土）14 時～16 時
■場所 二本松市勤労者研修センター（霞ヶ城近く）
■議題 2020 年度の総括、2021 年度の活動方針など
正会員費は議決権が、賛助会員は発言権があります
新年度の会員加入をよろしくお願いいたします。

不登校
Ｑ

Ｑ＆Ａ ⑥

学校に行くことは子どもの義務ではないので
すか？

Ａ 日本国憲法や教育基本法で保障しているのは、子ども
の教育を受ける権利であり、学ぶ権利です。その権利を保
障する義務を大人や国が負っています。子どもに学校に行
く義務はありません。
「義務教育」の義務は子どもの義務
ではなく、大人の義務です。学校に行かなくとも法律違反
にはなりません。以前や今でも「学校に行かないことは悪
いこと」という人がいますが、これは間違いです。文科省
も不登校を「問題行動」ととらえておらず、むしろ学校に
行けないときは「休養の必要性」を認め、
「学校以外の学
びの重要性」を唱える法律もあります。
（教育機会確保法
2016 年成立）
学校を休むこと、自宅やフリースクールなどで学ぶこと
は法律違反ではありません。必要なだけしっかり休んで、
学校に行きたくなったら行き、無理ならば学校以外の場で
学ぶことも選択できます。
（つづく）

5月 1日

★5/9

青い空・梅林作り

二本松市福祉センター
ちぎりパン 白玉だんご

★5/23

10 時～
アボガドサラダ

二本松市福祉センター
タケノコご飯

10 時～

桃のヨーグルトタルト

どなたでもお気軽にご参加ください。
ボランティアや食材提供も募集しています。
お米などの無料配布も実施中！
今後の日程 ●6/6
焼きそば
●6/20 メニュー募集中
5 月の青い空スケジュール
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今年の桜は早すぎてとても困りました(＞＜)
4 月は異常に早まった桜の開花によって、ハイキングやウォーキングの日程を変更せざ
るを得ませんでした。急な変更をし、大変申し訳ありませんでした。
ハイキングもウォーキングも、慌ててそれぞれ 1 週間前倒し、ウォーキングでは 1 年前に
中止し今年リベンジの大森城山公園のお花見は見ごろでした。伊達家ゆかりの城跡・大森
城山公園からは吾妻小富士の「種まきウサギ」も良く見え、700 本の桜が満開でした。
白河のお花見ハイクでは、まず震災からの改修工事が終わった三重櫓と石垣が美しい
小峰城を見ました。また日本最古の公園である南湖公園では楽翁桜を見てから南湖を一
周しました。そして最後に白河の隠れたお花見の名所「ＥＡファーマ事業所のしだれ桜の
並木」を見て帰ってきました。残雪で白い那須岳をバックにした桜は絶景でした。
5 月に予定していた「飯舘村チューリップのウォーキング」も、チューリップの開花が早
まり急きょ 4 月下旬に実施しました。

福島市大森城山公園お花見

白河・小峰城のお花見ハイク

5 月は半田山の山野草ハイクです
桑折町の名峰・半田山は山野草の宝庫で、半田沼の周りではたくさんの山野草を楽
しめます。半田山も 1 時間程度で登れ、吾妻連峰・安達太良連峰・蔵王連峰などが展
望できる山です。今回は①半田山登山コース、②半田沼山野草散策コースに分かれて
ハイキングを楽しみます。下山後は近くにある「うぶかの郷」で入浴休憩をします。

7 月以降のハイキングについて
7 月以降のハイキングのコースについては、新型コロナの感染状況が依然予断を許
さないので、まだ確定ではありませんが、
「県内・日帰り」を含めて実施を検討してい
ます。皆さんのご意見をお寄せください。

南湖・楽翁桜前にて

5/15 半田山と半田沼ハイク
★6/12 郡山市・緑水苑花三昧ウォーク
9 時 郡山市 緑水苑駐車場
（8 時 二本松市 霞ヶ城駐車場）
★7/3 二本松市智恵子の杜ウォーク日程変更
9 時 二本松市「智恵子の生家」駐車場
★8/7 福島市荒川堰堤ウォーク
9 時 福島市四季の里駐車場
5/22 の予定でした飯舘村チューリップウォークは
4/29 に変更させていただきました。

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）
次回 5/3013 時 30 分～16 時 青い空
不登校の保護者同士が悩みや体験を交流する場
個別の教育相談は随時実施しています

◆今後の予定

6/26 7/19

バス

★集合 8 時 霞ヶ城駐車場
9 時 福島市役所駐車場
●半田山と半田沼の山野草
●①半田山登山②半田沼散策
からコースを選択
●うぶかの郷で入浴休憩
■参加費 2000 円（正会員）

ハートレイク・半田沼

・日程 5 月 16 日 （次回 6/13）
・時間 10 時～15 時
・参加対象 幼児から小学生まで
参加費 1500 円
参加者募集中！
・森の探検 木登り
焼き芋作り ブランコ
池の生物探し など

あだたら 4 月から開始された地域住民の生きがい作りのための交流促進事業「エール」は、参加者自身の趣味や
特技を生かした企画を実施し、繋がりを広げ、生きがいを創り上げる取り組みです。
「絵画・絵手紙」講座では、中
学校卒業以降初めて鉛筆でデッサンし水彩で絵付けをした参加者がほとんどでしたが、わきあいあいと話しながらも
悪戦苦闘。皆さん個性あふれる豊かな作品を創り上げました。来年 3 月には色々な作品を持ち寄って展覧会も予定。
ＮＰＯ法人あだたら青い空の 2021 年度会員加入、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

