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ＮＰＯ法人あだたら青い空の総会が開催される

こども食堂で餃子を作りました

去る 6 月 9 日にＮＰＯ法人あだたら青い空の 2019 年度通常総会が開かれ、①2018
年度の事業報告と決算②2019 年度の事業計画と予算案③新役員などが議論され、承
認されました。（予算案は後日修正案が確認されました）
この総会の中では、ＮＰＯ法人に対する助成金や補助金の額が前年度に比べて 3 倍
以上増加し全体の事業を量的に前進したことや、ボランティア体制の充実など事業を
質的に充実させる課題が論議されました。あだたら青い空の事業の充実のために会員
や支援者の皆さんのご協力をお願いいたします。

梅雨空を吹き飛ばしフリースクール・こども食堂・ハイキングなどに取り組む
6 月の青い空は、フリースクール青い空ではサツマイモのお菓子やタピオカ作りなど
をしました。こども食堂ハラクッチーでは餃子やお子様ランチなどを作りました。ハイ
キングでは梅雨にも負けず雄国沼ニッコウキスゲハイクを、ウォーキングでは霞ヶ城界
隈歴史ウォークを実施しました。放課後学習支援教室は愛称を学びクラブなので「ま
なくら」としました。参加者がまだまだ少ないですが毎週実施しています。
フリースクールでサツマイモ料理

あだたら青い空の会員やボランティアを募集中！！
こども食堂や森のようちえんや放課後学習支援教室などのボランティアを募集中！

不登校の家族が越える 5 つの関門⑧
「子どもの感情を大切に、
自分の気持ちや態度を振り返る 」
（2）

放課後学習支援教室まなくら

参加者募集中

第 3 関門

いろんな相談場面で親御さんから「無理して学校に
行かなくていい」と言っているのに子どもはさっぱり
元気にならない、という話を聞きます。しかし、詳し
く話を聞くと、確かに口ではそう言っても「学校に行
ってほしい」というオーラが出まくっていて、子ども
はそれを敏感に感じ取るので元気になるはずもなく、
逆に「言っていることとやっていることが違う」とい
う親への反発を強めたりします。まさに「目は口ほど
に物を言う」です。
引きこもりの交流会でも、親御さんは「決して働く
ことを強制しているわけではなく、仕事について良い
情報があるので、子どもに伝えたが反発する」と話し
ます。子どもや当事者にとっては「指示や命令」にし
か聞こえないという場合が多いです。
子どもや当事者の気持ちに余裕ができて、いろんな
ことを前向きに考えることができるようになっていれ
ば効果的ですが、受けとる側にそのような準備ができ
ていないときは、親の意図とは裏腹になり、逆効果に
なることを親の側では押えておいてください。
（つづく）
※この野村俊幸先生の論文「不登校の家族が越える 5
つの関門」は、青い空のホームページの中のフリース
クールコーナーで見ることができます。

★毎週水曜日 午後 4 時～7 時
★場所 勤労者研修センター 場所変更
（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やりたい学習
③問題解決学習 ④軽いスポーツ ⑤イベント
地域の子どもの学習支援や「居場所」作りとして、
放課後学習支援教室「まなくら」を毎週実施してい
ます。みんなで話し合いをして体験や問題解決学
習、イベントなどを自主的に行えることをめざしてい
ます。★学習支援や調理ボランティアを募集中！！
7 月の青い空スケジュール
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雄国沼ニッコウキスゲハイクに 23 名参加
6 月 29 日の雄国沼ニッコウキスゲハイクには、浪江町や飯舘村などから 23 名が参加し、
日本一のニッコウキスゲを堪能しました。桧原湖畔の雄子沢登山口から登り、「ブナ太郎」
をはじめとしたブナの原生林をくぐりぬけて雄国沼休憩舎に到着。昼食をとってから黄色
いニッコウキスゲの絨毯が見事な雄国沼を散策しました。ニッコウキスゲの自生密度は尾
瀬をしのぐ雄国沼。猫魔ケ岳などの火山によってできた雄国沼には 300 種類もの高山植
物が自生。ニッコウキスゲやレンゲツツジを堪能してから、金沢峠でシャトルバスに乗り、ラ
ピスパ裏磐梯で汗を流して帰りました。雨にも降られずに爽やかなハイキングでした。

雄国沼のニッコウキスゲをバックに

霞ヶ城界隈歴史ウォークでは霞ヶ城や龍泉寺などの歴史を学習
6 月のウォーキングの霞ヶ城や龍泉寺や大隣寺を巡る歴史ウォーキングを行いました。
「霞ヶ城の天守閣は元々なかった」「龍泉寺には県内最古の算額（和算の問題や解法を書
いて寺に奉納したもの）がある」「大隣寺の名前は初代丹羽長秀公の法名・大隣宗徳（徳大
いに隣あり）からきている。徳ある者は多くの協力者があるという意味」などなど。

7 月は長野市の名刹や古社を巡る贅沢なコースです

霞ヶ城界隈歴史ウォーク・龍泉寺にて

7 月のハイキングは、善光寺の穴場と神が宿る戸隠古道五社めぐりを堪能します。

森のようちえん＆がっこう
7 月はこども食堂と合同でディキャンプ！
7 月 14 日の森のようちえんは、こども食堂ハラク
ッチーと合同で、フォレストパークあだたらキャンプ
場にてカレーライスをつくります。まきをたいてカレ
ーやご飯を作ります。木登り・ブランコ・川遊び・ス
イカ割りなども予定しています。10 時に岳温泉の青
い空集合です。どなたでもお気軽にご参加ください。
・日程 7/14 こども食堂と合同（無料）
8/4
9/8
10/6
・時間 10 時～15 時
・参加対象 幼児から小学生まで

ハイキング★参加受付中

◆7/20～21 長野市・善光寺参り

戸隠古道五社巡りハイク
6 時

◆7/27
◆8/17

二本松市霞ヶ城駐車場

郡山市・額取山登山

コース変更

9 時 逢瀬公園・西口駐車場集合
裏磐梯デコ平湿原とブナ原生林ハイク

日程変更

ウォーキングにもご参加ください
7 月と 8 月は熱さを吹き飛ばす滝巡りウォーキングです。

★7/13

あだたら渓谷シャクナゲウォーク

あだたらスキー場駐車場

昼食会あり

★8/31 遠藤ヶ滝ウォーク

日程変更

9時
9時

フォレストパークあだたら第 3 駐車場
昼食会あり

（不登校・引きこもりの保護者の交流会）

次回は 7/28 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です。
6 月は子どもが自分でやりたいことを見つけさせること、
そしてそれをサポートすることの大切さなどが話されま
した。8 月は東京・早稲田大学での不登校の全国大会への
参加を予定しています。参加要項などは青い空まで。

◆今後の予定

8/24～25 全国大会 in 東京

★7/6

二本松市福祉センター

10 時

七夕にちなんだメニューや遊びを予定
★7/14 フォレストパークあだたら 10 時 30 分
キャンプ場でカレーライスを作ります
木登り・ブランコ・川遊び・スイカ割りも予定
●参加者やボランティアやメニューを募集中。
●どなたでもお気軽にご参加ください。

あだたら 毎週土曜日放送のＮＨＫの「ブラタモリ」には感心させられます。日本各地や海外のそれぞれの地域に
ついて地質学的成立ちや歴史などをわかりやすく解き明かす番組です。タモリさんの地学や歴史に対する見識には驚
かされるばかりです。
「好きこそものの上手なれ」ではないですが、自分の興味があるものは積極的に取り組むもの
です。学習とは本来そういうものですね。教わって学ぶのではなく、生きていくために学ぶという視点が大事ですね。
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

