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ＴＥＬ：0956-25-6222 

ＦＡＸ：0956-76-8131 

E-mail:fporepore@shirt.ocn.ne.jp 

http://fsfukinotou.ec-net.jp 



 
 
 
 

10月（神無月） 
日本中の神様が出雲大社に集まるので、出雲以外には神様がい

なくなってしまいます。 
 

《えびす様》 

 七福神の中で、唯一日本出身の神様です。左腕に鯛を抱え、右手に釣り竿を
持つ姿は馴染み深く、もともとは漁業の神様でしたが、次第にその信仰の幅が広がり、五穀豊穣、商
売繁盛を司る福の神として信仰されるようになりました。 
 10 月は全国の神様が、出雲に集まり会議を開いたといわれていますが、えびす様はその留守を
預かっていたので、留守番神とも呼ばれています。 
 

《初時雨》 

 時雨は、晩秋から初冬の頃に降ったりやんだりする通り雨のことです。72 候では旧暦 9 月下旬の
この頃のことを、雲時施と表現しています。時雨が降り始めるといよいよ冬の到来で、初時雨は、野
山の生き物や人々が、冬支度を始める合図です。 

 

《野菊》 

 足下に日のおちかかる野菊かな(一茶) 
 古くから人々に愛され、俳句や詩、小説などにも登場していますが、「野菊」と
いう特定の花の種類はありません。野山に自生する菊を総称して野菊と呼んで
います。 

        花屋の店頭に並ぶ大菊の菊とは対照的に、秋の野山にひっそりと美しく咲いてい 
ます。 

 

暮らしの言葉【雨の呼び名】 

    日本語では降る雨をその季節、降り方によっていろいろ呼びわけています。 

 
   【天泣】 日が照っているのに降る雨、天気雨、狐の嫁入り 
      【村雨】 ひとしきり強く降る雨、にわか雨 
   【私雨】 限られた小地域に降るにわか雨、麓は雅れて山上にだけ降る雨 
      【氷雨】 雹、霰、みぞれに近いきわめて冷たい雨 
   【白雨】 夕立 
   【神立】 雷雨 
 
 
 
 

 

 

 

私たちは、フリースペースふきのとうを支援します。 

㈱実光測量設計 



 
 

 

 

 

中高生世代は児童館でくつろげない？ 
 児童館、児童センター…、なんだか「児童」とつくと、そこは小学生のための場所のように思えま

す。いろいろ楽しい行事やイベントがあったり、集まって話をしたり、遊んだりもできるんだけど、中学

生や高校生じゃ、行きにくい？ 

 いいえ、児童館は決して小学生専用の施設ではありません。児童館は、児童福祉法に定められた

児童福祉施設で、子どもに健全な遊びを提供し、その心身の健康を増進し情操を豊かにするという

目的を持っています。児童と呼ばれる対象も 18 歳未満までが含まれています。 

 児童館の活動は、職員が企画したことだけに限りません。子どもたちがやりたいことを考え、やっ

てみることだってできます。「何もしないでボーッとしたい」っていうのなら、それもできます。学校

でも家でも、いつも何かをしなければならないような毎日を送っているなら、児童館を、何もしない

で安心してくつろげる場所、お気に入りの居場所にしてもいいのです。 

居心地のいい場所って、ある？ 
 ●学校では教師の目・・・なんだか管理され、評価されているような眼差しを感じる。 

●家庭では親の目・・・家族のいざこざに巻き込まれそうだったり、いろいろと口だしされそうな雰 

囲気。 

 ●コンビニでは店員の目…万引きに疑わたり、長い時間いると変な目で見られて、不快な気分。 

 ●公園では地域の目・・・集まっているだけで、悪いことをしているかのように不審に見られる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

次回は、 

「インターネットのプラスとマイナス」につい

て、少し紹介致します。 

子どもの権利条約では 

 犯罪の被害者だけでなく、加害者としてもニュースに登場する中高生世代。彼らに向けられ

る地域社会の目は厳しくなっています。 

 しかし、子どもの権利条約第 31 条の中で「子どもが、休息しかつ余暇をもつ権利、その年齢

にふさわしい遊びおよびレクリエーション的活動を行う権利、ならびに文化的生活および芸術

に自由に参加する権利を認める」としているように、彼らには、その年齢にふさわしい居場所の

提供が必要なのです。大人にとっては、どのように接していいのか、何を考えているのかと、つ

いためらいがちになる相手かもしれません。しかし、中高生だからこそ可能な参加のしかた、向

き合い方があるのではないでしょうか。 

 



第 14回子どもサミット 

～不登校を通して思うこと～ 
2018 年 6月 23日（土）12：30～ 長崎県立大学佐世保校 

 

今年は、基調講演とコーディネーターを毎年お願いしている高垣

忠一郎先生をお迎えして実施しました。また、会場も昨年と違い大学での開催で、慣

れない会場で準備がてんてこまいでした。今回の特徴として、長崎国際大学の学生さ

んの参加が多く見られました。 

12時半より、オープニング。若者の方の司会進行で始まりました。初めに理事長山

北眞由美さんの挨拶のあと、うたごえサークルふれんどより２曲が披露されました。 

いよいよ、高垣忠一郎さんの基調講演に入りました。演題は「不登校・ひきこもり問

題と自己肯定感」と題し、お話がありました。 

高垣先生の話は、「5 歳の結愛ちゃんの痛ましいニュースを通して、本気で〝ｌこの

子〟が生きていることを肯定しているのかを問われている」という言葉が心に響き

ました。参加者は、自己肯定感について深く考えさせられたという声が多かった講演

でした。 

休憩を挟んだあと、第２部の子どもサミットに入りました。高垣先生がコーディネー

ターを務め、4 名の子どもたちが前に出て体験談を語りました。会場のみなさんは、子

どもたちの意見が聴けてよかったと言う方が多かったです。 
 

 

参加者の声 
 

 

《基調講演の感想》 

・いくつかの言葉が胸に刺さりました。自分の中で、もっと、これらの言葉を考えてみ

たいと思います。 

・これまで、不登校のセミナー等で聴いていない、いいお話でした。終始、涙が出てま

した。 

・初めて高垣先生にお会いしました。〝心で幸せを感じるか〟と問いに、自分の心が痛

みました。 

《子どもサミットの感想》 

・何より当事者がよく①登壇したこと②自分の思いや質問によく発言したことにすご

く感心しました。当事者の心境を話してもらって、とても参考になりました。 

・子どもたちが、自分の思いを伝えたいという気持ちが伝わってきました。親目線でし 

か考えていませんでしたが、子どもたちの意見が聴けて良かったです。 

・休憩を挟んで、活発に話が出始めた。建前ではなく、当事者自身の考えが伝わり良か 

ったと思う。 

・子どもたちが伝えようと誠実に話してくれていたのが素晴らしかったです。 

 



長崎県のつどい 
～共感しよう仲間・広がろう思い・つながろう地域～ 

2018 年 6月 24 日（日）長崎県立大学佐世保校 

 

今年で 7回目となる長崎県のつどいは、コーディネーターに県内各機関（行政、社協、医療など）
を迎え、14 の分科会に分かれて実施しました。 
まず、分科会に分かれる前に全体会として「いじめと自殺」についてのお話が東京電機大学の前

島康男高橋由紀さんよりありました。また、全国連絡会より実施される続いて各分科会に分かれて
交流を行いました。 

 

①不登校 小学校 
コーディネーター：田川雅章さん（長崎県佐世保こども女性・障害者支援センター 

子ども・女性支援課課長） 
共同研究者：松尾裕子さん（ＮＰＯ法人おおさか教育相談研究所相談員） 

《参加者の声》 
残念ながら感想は寄せられませんでした。 
 

 

②不登校 Ｂ．中学校 
コーディネーター：樋口昌己さん（長崎県佐世保こども女性・障害者支援センター所長） 
共同研究者：柚木健一さん（ＮＰＯ法人おおさか教育相談研究所理事長） 

《参加者の声》 
 残念ながら感想は寄せられませんでした。 

 

 

③不登校 Ｃ．高校 
コーディネーター：柿田多佳子さん（長崎こども女性・障害者支援センター所長） 
共同研究者：春日井敏之さん（立命館大学教授） 

《参加者の声》 
  ・少人数でそれぞれのお立場からのお話が聴くことができ、大変勉強になりました。生徒に語れ

る教師、学びの楽しさを伝えられる教師、生き方を考えさせられる教師になりたいと思います。
（教職員） 

  ・コーディネーターとしての参加。参加者は少なかったのですが、深い話ができました。（行政） 
 

 

④発達障がいと不登校・ひきこもり 
 コーディネーター：羽辺由紀子さん（佐世保市保健福祉部障がい福祉課主査） 
共同研究者：加藤由紀さん（ＮＰＯ法人大阪障害者センター「発達支援センターぽぽろ」相談員） 
      澤田 修さん（天神病院副院長 精神科医） 

《参加者の声》 
・個性を体制にして、待っていくのも教育であり、支援だと思いました。子どもを常に理解しようと 
 する気持ちが大切であることを知りました。（教職員） 
・家族やドクターの意見を聴けて良かった。（行政） 
 

 

 

 



⑤ひきこもりと家族支援 
コーディネーター：谷口敬太さん（佐世保市保健福祉部障がい福祉課主任技師） 
        井戸裕彦さん（長崎県こども・女性・障害者支援センター 

精神保健福祉班係長） 
共同研究者：村上公平さん（ＮＰＯ法人おおさか教育相談研究所相談員） 

《参加者の声》 
・現状を客観的に評価して頂き、また、有効なアドバイスを頂き、大変参考になりました。（家族） 
・ひきこもりで悩んでいるご家族の悩みや、これまでの経緯を実際に効いて、それぞれ異なる事 
情があることを知り、勉強になった。（行政） 

 

 

⑥ひきこもりと高齢化 8050の時代を考える 
コーディネーター：久佐賀眞理さん（長崎県立大学シーボルト校教授） 
共同研究者：川北稔さん（愛知教育大学准教授） 
パネリスト：馬場佳子さん（ＯＳＤよりそいネットワーク理事） 
     原 喜美代さん（当事者の親） 
        永田秀人さん（佐世保市市議会議員） 

《参加者の声》 
・色々な方の話が聴けて勉強になり楽しく過ごせました。（家族） 
・唯一の当事者だったけど、話を聴いてもらえて楽になりました。私にとってはＯＳＤではなく、ＯＳ 
Ｒ（親が死んだら楽になる）がモットーです。早く解放されたいです（切実）。（当事者） 

 

 

⑦父親の交流会 
コーディネーター：古庄 健さん（登校拒否・不登校問題全国連絡会事務局） 
パネリスト：佐藤正義さん（長崎市 花たば） 
       種本健一さん（佐世保市 おやじの会） 
         山下勝也さん（西海市 和の会） 

《参加者の声》 
残念ながら感想は寄せられませんでした。 

  

⑧不登校・ひきこもりの中間就労支援を考える 
 コーディネーター：坂本則子さん（登校拒否・不登校問題全国連絡会） 
共同研究者：高橋薫さん(ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク) 
パネリスト：森橋美穂さん（和歌山 麦の郷） 
      川原夕佳さん（佐世保 星の風） 

《参加者の声》 
・改めて中間就労が出来る場所が必要と感じました。（行政） 
・活動の場の維持の苦労がよくわかった。（行政） 

 

 

 

 

 

 

 



⑨ひきこもりの国民年金と社会保障 
   コーディネーター：安藤佳珠子さん（長崎国際大学講師） 
   共同研究者：脇野幸太郎さん（長崎国際大学准教授） 
   パネリスト：中村かおるさん（当事者の親） 
              堤 典子さん（元中学校教諭） 

  ≪参加者の声≫ 
・自分の知りたかったことを詳しく聴けて良かった。（学生） 

 

 

⑩中高生グループ 
 共同研究者：伊藤康貴さん（長崎県立大学佐世保校講師） 

《参加者の声》 
残念ながら感想は寄せられませんでした。 

 

 
⑪若者・青年のグループ 
 コーディネーター：高垣忠一郎さん（立命館大学名誉教授・心理臨床家） 

《参加者の声》 
残念ながら感想は寄せられませんでした。 

 

 
⑫特別テーマ いじめ・自殺を考える ―子どもの最善の利益を― 
  コーディネーター：坂本雅俊さん（長崎国際大学教授） 
  共同研究者：前島康男さん（東京電機大学教授） 
  子育ての身近な相談機関の立場から 

村山彩子さん（佐世保市子ども未来部子ども保健課子ども子育て応援センター所長） 
パネリスト：安永光利さん（長崎県教育庁高校教育課児童支援室参事） 
       椿山和彦さん（長崎県福祉保健部障害福祉課） 
         坂本文生さん（長崎新聞社報道部次長） 
         橋之口祐太さん（佐世保市市議会議員） 

《参加者の声》 
残念ながら感想は寄せられませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



⑬企業とＮＰＯの協同実施を考える 
   コーディネーター：三原直也さん（ＮＰＯ法人黒島観光協会（元地域おこし協力隊）） 
   共同研究者：山本尚由さん（（有）アイ企画代表取締役会長（東京同友会） 

・登校拒否・不登校を考える会東京の会代表） 
   共同研究者兼総合司会：巻信幸さん（人形劇団かん主宰） 
   パネリスト：辻 千穂子さん（五島観光タクシー代表取締役） 
              山下 剛さん（九州電力企画・総務部総務グループ長） 
       北村洋一さん（九州電力企画・総務部地域戦略副長） 
          舛元淳子さん（ＮＰＯ法人ステップアップステーション オードリー） 
              今井信吾さん（佐世保市社会福祉協議会） 
              松尾博之さん（県民ボランティア活動支援センターセンター長） 

  ≪参加者の声≫ 
・いろんな話が聴けて、とても勉強になりました。（支援者） 

 

 

⑭行政機関 小中学校 高校 大学 
 コーディネーター：神吉裕司さん（佐世保市社会福祉協議会地域福祉課総合相談班副主幹） 
 共同研究者：草野久幸さん（フリースペースつくしんぼ代表・五島市市議会文教厚生委員） 
 パネリスト：千北充範さん（佐世保市人権教育研究会・小学校教諭） 
         森尾早苗さん（学校法人山口学園（若者サポートステーション）） 
           相川孝子さん（元中学校教諭） 
           小川美由紀さん（当事者の親） 
           北川里美さん（当事者の親） 

《参加者の声》 
・「連携」というテーマで、深く話し合うことができました。また様々な情報を得ることができま 
した。よかったです。高校の教員にいて欲しいと思いました。（教職員） 
・つながることの大切さを学ばせて頂きました。初めて耳にすることも多く、色々な機関とつな 
 がりを持ち、生きづらさを少しでも解消できたらと思います。（家族） 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



黒島町で玉ねぎの茶皮で 

   草木染めをしてきました！ 
 

１０月８日(月・祝)にふきのとうから 7 名、島内から 3名の参加者が集まり、 

計１０名でみんなで集めた、黒島の玉ねぎの茶皮で草木染めワークショップを行

いました。 

 

まず、玉ねぎの茶皮を30分～45分程たっぷりの水で煮出し、染液を準備します。 

それから、前もって準備しておいた下処理済みの綿の布を水に濡らし、固く絞った

あと、輪ゴムなどで好きなように縛っていきます。そして弱火で玉ねぎの染液に浸

け込み 30分煮詰めます。30 分たったら鍋から布を取り出し、ざるに乗せて冷ま

し、その後ミョウバンを溶かした媒染液に 5 分浸けます。 

そうすると、はじめは茶色だった布があっという間に美しく鮮やかな黄色に変わ

ります。5 分たったら、媒染液から取り出し、水道水でしっかりと洗い、干します。

この工程を何度も繰り返すと、複雑な模様だったり、色合いがしっかり出すことが

できます。 

 

今回はあまり時間がなかったため、二度浸けまで行うことができ、十人十色で思い

思いの素晴らしい作品が出来上がりました。 

季節ごとに違う植物で試してみるのも面白そう、またやってみたい、との声も上が

っていました。また機会があれば、草木染めワークショップを開催したいと思いま

す！ 

 
 

        
 

 

 



さつまいもの種類って？特徴は？ 
 

 秋になるといろいろな種類が登場するさつまいも。お料理にしても、スイーツにし

ても、おいしくて、ついつい食べ過ぎてしまうことも…。でも、いろいろな料理があり

すぎて、買うときに迷いませんか？お好みはねっとり系ですか？ホクホク系ですか？ 

さつまいもの種類とその特徴は？ 
 いろいろな種類があるさつまいもですが、7種類の有名どころを紹介します。 

●高系 14号 

 中部以西から西日本で多く作られている品種です。各地でさらに選抜や改良され、

オリジナル品種として流通しているものがたくさんあります。糖度が高く、加熱すると

黄色くホクホクした甘い芋になります。 

●鳴門金時 

 徳島県の特産で、高系 14 号をもとに改良された品種です。加熱すると黄色くホクホ

クした甘い芋に仕上がります。 
●宮崎紅 

 高系 14号から更に選抜育成された品種です。焼くなど加熱するとホクホクした食感

で、糖度も高く、甘くおいしい芋になります。 
●紅あずま 

 関東で人気の品種です。繊維質が少なく、蒸したり焼いたりするとホクホクとねっと

りの中間タイプのさつまいもです。焼き芋にすると、果肉の部分が濃い黄色になり、見

た目がとてもおいしそうです。甘みもあって、実際おいしいです。 
●紅こがね 

 紅あずまから品質が優良なものを選抜したもの。紅あずまの特徴を受け継いでい

ますが、タイプとしてはホクホク系です。焼き芋にすると、香ばしい香りと自然な甘み

が口に広がります。 
●安納芋 

 種子島の特産で、水分の多い品種です。加熱するとクリームのようにねっとりとした

食感になります。生の状態でも 16 度前後ととても糖度が高いのですが、これが焼き

芋のようにじっくりと時間をかけて焼くと糖度が 40 度前後にもなり、つよい甘みが出

ます。 
●紅はるか 

 食味と外観に優れた新しい品種です。高い糖度を持ち、焼いた時の甘さは、安納芋

と比較されるほどです。強い甘さがあるものの、後味はすっきり感じられ上品な甘み

と言えます。加熱するとしっとりとした食感になります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



みんなのマルシェ星の風よりインフォメーション 
～イベント出店のお知らせ～ 

 

 

①1239マーケット 
  日時：2018 年 11月 3日（土）11：00～16：00 

  場所：スルーラブおおさき店（川棚町） 

  主催：㈱ブラザーズワン 

②長崎外国語大学 外語祭 フリマ 
  日時：2018 年 11月 4 日（日）10：30～16：00 

  場所：長崎外国語大学学生ラウンジ 

  主催：長崎外国語大学 

③日本キリスト教団佐世保教会バザー 
  日時：2018 年 11月 11日（日）12：00～14：00 

  場所：日本キリスト教団佐世保教会 

  主催：日本キリスト教団佐世保教会 

④手作り＆こだわり雑貨フェスティバル in有田 
  日時：2018 年 11月 17日（土）～18 日（日） 17日は、10：00～17：00 18 日は、10～16：00 

  場所：歴史と文化の森公園「炎の博記念堂」（室内ホール） 

  主催：シスタームーン 

⑤佐々町サザンフェスおさんぽマルシェ 
  日時：2018 年 11月 25 日（日）10：00～17：00 

  場所：佐々町文化会館 中ホール 

  主催：佐々町商工会 

⑥佐世保子ども劇場例会 
  日時:2018年 11月 30日（金）19：00～20：00 

  場所：アルカスＳＡＳＥＢＯ 地下リハーサル室 

  主催：佐世保子ども劇場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんな、買いに来てね！ 

待ってるよ～♡ 



 


