2021 年度特定非営利活動法人あだたら青い空事業計画書
1.
はじめに
ＮＰＯ法人とは、「やりたいことを持ち寄って、みんなで実現するために協力する」組織です。
今年度は新規事業として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」を実施
したいと思います。また、子どもの貧困対策などの新たな事業も模索していきたいと思います。
事務局体制の確立や各事業のボランティアスタッフの増員を進めていきたいと思います。ぜひ積
極的にボランティアスタッフになっていただきたいと思います。
事務局スタッフ
ニュースの発行・発送
経理事務 ＨＰ
こども食堂ハラクッチー
調理スタッフ
子どもの見守り
ハイキングとウォーキング
ハイキングとウォーキングの企画・運営
森のようちえん＆がっこう
子どもの見守り 企画・運営
フリースクール青い空
子どもの見守り
子どもの居場所作り・学習支援 子どもの見守り 学習支援
地域交流「エール」
お手伝いスタッフ
2.

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」

これまで 9 年間にわたり実施してきた「被災者支援ハイキング＆ウォーキング」に加え、被災
者や地域住民の趣味や特技を生かした交流活動「エール」を実施します。これは、被災者と地域住
民が主体的に交流促進を図ることを目的としています。主な計画は以下の通りです。
日程
場所
内容
4/18（日） 14 時～16 時 二本松市岳温泉 青い空の畑
梅林作り
二本松市勤労者研修センター 絵画・絵手紙
4/24（土）14 時～16 時
福島市清水学習センター
4/25（日）10 時～12 時
カラー針金を使った作品作り
福島市清水学習センター
5/8（土）13 時～15 時
全身つぼ療法
二本松市勤労者研修センター 写真を楽しむ
5/29（土）14 時～16 時
福島市清水学習センター
6/5（土）10 時～12 時
コーヒー自家焙煎
二本松市勤労者研修センター
6/19（土）14 時～16 時
輪投げ・ボウリング・軽い運動・ヨガなど
二本松市福祉センター（予）
7/3（土）13 時 30 分～
うたごえ
福島市清水学習センター
7/24（土）13 時～15 時
布きれを使ったお地蔵さん作り
大玉村フォレストパークあだたら
7/31（土）14 時～16 時
キャンプ場でバーベキュー
岳温泉 ＭＯＭＯ
8/28（土）14 時～16 時
陶芸 マグカップ・お皿など
福島市清水学習センター
8/21（土）11 時～13 時
スパイシーチキンカレー
二本松市勤労者研修センター 写生など
9/18（土）14 時～16 時
福島市清水学習センター
9/23（土）13 時～15 時
アロマオイルで香りのアイテム作り
福島市清水学習センター
10/10（日）13 時～15 時
絵心を学ぶ
二本松市勤労者研修センター 合唱・カラオケ
10/30（土）14 時～16 時
福島市清水学習センター
11/13（土）11 時～13 時
そば打ち
二本松市勤労者研修センター 軽いスポーツ しめ縄作り
11/27（土）14 時～16 時
二本松市勤労者研修センター 絵画・絵手紙・年賀状
12/18（土）14 時～16 時
福島市清水学習センター
1/22（土）13 時～15 時
ヨガ
二本松市福祉センター
1/29（土）10 時～13 時
郷土料理
福島市清水学習センター
2/19（土）11 時～13 時
イチゴ・スイーツ
二本松市勤労者研修センター 合唱・カラオケなど
2/26（土）14 時～16 時
福島市清水学習センター
3/12（土）11 時～13 時
リクエスト募集中
二本松市勤労者研修センター 展覧会「文化祭」 皆さんの作品を展示
3/26（土）14 時～16 時
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ハイキングは、今年度も新型コロナの感染状況から「県内・日帰り」に限定したいと思います。

2021 年度 ハイキング計画
5/15
6/27
7/17
8/29
9/25
10/24
11/6
12/12
1/15
2/12
3/13

多少の変更もあります

半田山と半田沼 カタクリと山野草
南会津・髙清水ハイク
浄土平高層湿原ハイク
郡山市石筵・銚子の滝とふれあい牧場
只見町エコパークと田子倉ダム
裏磐梯五色沼めぐり
下郷町観音沼と天栄村二股渓谷紅葉巡り
ハイキング&ウォーキング忘年会 ハイキング計画作り
いわき市 「石炭の道」を巡る
相馬市鵜の尾岬散策といちご狩り
広野町・大滝と二ツ沼公園、Ｊビレッジなど

2021 年度のウォーキング計画
4 月 29 日
6 月 12 日
7 月 10 日
8月7日

飯舘村 チューリップ公園
郡山市 緑水苑 アヤメ
二本松市 智恵子の杜 アジサイ
福島市 荒川堰堤

11 月 20 日
12 月 12 日
1月8日
2 月 23 日
3 月 19 日

9 月 11 日 二本松市 安達ケ原マンジュシャゲ
10 月 16 日 土湯温泉 男沼 仁田沼

★ハイキング講座
・8/1 沢登り講座

・9/20 読図山行

福島市 文摺観音の紅葉
ハイキング忘年会
郡山市 初詣
福島市 飯坂温泉大鳥城
福島市 小鳥の森公園

・10/23 ハイキング計画書作り

3. フリースクール青い空と不登校と引きこもりの保護者交流会
ア、フリースクール青い空の利用者の増加と実施内容の改善を図ります。
イ、不登校の理解を広げる広報や学習会、教育相談などに積極的に取り組みます。また全国や県内
フリースクール関係者と連携して「多様な学びプロジェクト」などの共同行動を行います。
ウ、毎月の「不登校と引きこもりの保護者交流会」を充実させるとともに、コロナ禍に対応した全
国の学習会などにも積極的に参加します。地域での学習会を検討し実施します。
エ、フリースクールへの公的な助成を実現するために県内の関係者との連携を強めるとともに、教
育委員会などとの話し合いを進めます。
4.
こども食堂ハラクッチー
ア、各種体験学習の増加や地域との共同を重視するなど、こども食堂ハラクッチーの取り組みを質
量ともに充実させます。子どもをはじめとした参加者が自主的主体的に運営できるこども食堂
をめざします。
イ、個人の家を訪問し食事作りや学習支援などを行う「おうち食堂」や、地域の自治会と協力して
「地域食堂」を開催したり、地域のイベントに参加したりするなどの創意あふれるこども食堂
を計画し実行します。
ウ、スタッフの増員や助成金の確保によって、安定した運営ができるようにします。
5.
森のようちえん＆がっこう
ア、「森のようちえん＆がっこう」の教育的な重要性やコロナ感染対策での運動不足解消などの意
義を宣伝し、スタッフの増員や助成金の確保によって、安定的な運営を図ります。
イ、各種体験学習を増やすとともに、子どもたちが自主的主体的に参加できる体制を整えます。
また、こども食堂ハラクッチーやフリースクール青い空との連携も行います。
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6.
子どもの居場所作りと学習支援教室
ア、子どもの居場所作りや学習支援はこども食堂ハラクッチーの一環として取り組みます。
イ、①子どもの居場所作り②イベントの企画・運営③キャンプなどの体験学習を子どもたち自らが
考えて計画します。
エ、財源は「赤い羽根募金」や「つながる こども食堂応援助成金」などを充当します。

7.
その他の事業
ア、「青い空ニュース」「こども食堂ハラクッチー・ニュース」「ハイキング案内」などの定期発行
物は内容の改善を図るためにスタッフ体制を強化します。
イ、あだたら青い空のホームページの充実のために、専門のボランティアスタッフを募集します。
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