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田辺克之

素敵な選択肢 ･･･
不登校
代表
こんなに不登校が楽しい
ものかと思えるようになっ
たのは︑ここ数年のことで
ある︒自分の息子健太が
﹁お父さん︑算数の時間が
だるいわ﹂と小学校３年生
から登校をしぶり︑小４の
ときフリースクールの仲間
の前で登校拒否宣言をして
から１３年が経った︒最初
は彼がどう歩んでいくのか
予測もつかず︑身内のもの
は猛反対で︑僕にも自信な
どなかった︒
しかし２０歳をすぎた健太
を見ていて︑僕はひそかに
思っている﹁もし生まれ変
われたら︑きっと不登校し
よう﹂と︒それほど不登校
とは魅力的で素敵な選択肢
だと今なら自信をもって言
える︒我が子が不登校にな
って相談に訪れる保護者の
みなさんに﹁ラッキーです
ね︒﹂と僕は話す︒学校と
いう大人が作り上げたシス
テムには乗っからず︑違う

未知なる道を歩きだそうと
いうのだから︑しっかりエ
ールを送り︑よき協力者に
なってくださいと勧めてい
る︒
﹁もし森で迷ったら馬を放
て﹂と言った人がいるが︑
だれも歩いたことのない道
だから大人は道案内人には
なれない︒不登校が目新し
いというのではない︑５０
年前に僕も不登校を経験し
たが︑行きたいのに登校で
きないという状況だった︒
息子たちのように行けるの
に登校しないというような
主体性はなかった︒学校を
こんなに平気で捨てること
はできなかった︒もしかし
て彼らは狂気かそれとも天
才か︑まわりの大人たちは
常識や古い価値観から逃れ
ることができず︑とてもそ
んな大胆な決断はできない︒
しかし彼らはそれをたいし
たことだとは思っていない︒
いや楽しんでいるようにさ
え見える︒迷ったり︑悩ん
だりしながらでも自分で道
を切り開いていこうとして
いる︑大人の力を借りない
で！僕ら大人に道案内はで
きないけれど︑精一杯エー
ぎっくり腰

︶

ルを送りつづけたい︒

︵

今年１０回目のピースラ
ン︑神戸からスタートして︑
姫路︑赤穂︑倉敷と順調だ
ったのに︑最後の福山で準
備体操中に﹁ギクッ﹂とき
て︑腰を伸ばせない状態と
なり︑走るどころか足をひ
きずらないと歩けなくなっ
てしまった︒﹁ああこんな
ことは１０年間一度もなか
ったぞー﹂と叫んでしまっ
た︒まだまだ若い５９歳︒
ここにきてそろそろからだ
を労われとでもいうのか︑
﹁あほか︑これからやろ﹂
と自分に言い聞かせて︑三
原にある小佐木島に渡り︑
あの熱いコンテナにさわり︑
殺された少年のことを想っ
て追悼会を行った︒そして︑
１０年間走り続けてよかっ
たと思った︒ピースランが
あったからフリースクール
も続けられたような気がす
る︒スパルタ教育の名の下
に子どもたちはくさりでつ
ながれ︑皮膚もこげる真夏
のコンテナの中に押し込め

畑の番人

︶

られ︑犬食いを強制された︒
不登校という選択が拒否さ
れ︑不登校ゆえに人間扱い
されず︑傲慢な大人に殺さ
れてしまった少年たち︒コ
ンテナの前に立つたびにく
やしい重いがこみあげてく
る︒
ぼくはこの事件を忘れな
い︒こんなことが二度と起
こらないように︑起こさな
いようにという思いでフリ
ースクールを続けてきたよ
うに思う︒でもこの体では
来年はどうだろう︑１０年
でいったんピリオドを打と
うかなどと弱気になってい
たが︑帰神して接骨院に通
い︑すこしずつ回復してく
ると︑また来年のピースラ
ンのことを考えている︒

︵

いまフリースクールの隣
の畑は︑季節遅れのひまわ
りが咲き乱れ︑﹁ケナフ﹂
は４メートルを越す成長ぶ
り︒ナスやきうりやミニト
マトは終盤を迎え︑シソは
種をつけはじめた︒ハーブ
やオシロイバナの勢いは衰
えず︑テントをはずしたあ
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とに植えた芝生も元気であ
る︒紫色の可憐な花をつけ
る﹁十二単﹂を株分けして
たくさんの鉢に植えかえ︑
近所の人に配ったりしてい
る︒畑の片隅にある﹁ねこ
小屋﹂で生まれた子ねこに
缶詰のえさをやったり︑雑
草を抜いたり︑階段を補強
したり︑水仙の球根の株分
けのことを考えていると︑
１日があっというまに過ぎ
ていく︒フリースクールの
子どもたちは思い思いに自
主的に活動しているので︑
日常的なかかわりは健太や
スタッフが十分動いてくれ
て︑ほとんど僕の出番はな
い︒ぎっくり腰から狭い部
屋にいるのが大儀になって︑
いまや僕はまるで畑の番人
のようなものである︒たま
に訪問客があっても︑畑の
涼しいパラソルの下で面接
し︑電話がかかってくると︑
子どもが電話の子機を畑に
とどけてくれる︒
あまり物事をくよくよ考え
ることもなく︑ゆっくりと
一日が流れていく︒フリー
スクールをはじめて１４年
目︑今までこんなに静かな
日があっただろうかと思い

起こしている︒阪神大震災
で全壊してからは︑物にそ
れほど拘泥することもなく︑
といってもほどほどに人間
くさくすごしている︒子ど
もが主人公で︑たっぷりの
時間を豊かに使えるフリー
スクールが誕生しつつある
ように思う︒
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コンテナで亡くなった
歳と
歳の少年少女の追
悼会を行った︒この日もコ
ンテナの屋根はとても熱か
った︒
コンテナをあとにして海
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辺に移動︒昼食をとり︑心
ゆくまで今年も小佐木の海
で遊んだ︒

︵※スタッフおくちゃんの原文
から抜粋して掲載︒原文はＫＦ
ＳＨＰオーレロ通信 号にて )
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ちっちゃな仲間の
でっかい行事

8

実行委員会

くださり︑子どもたちの食
事班も手伝って楽しい食事
の時間をもつ︒夜はキャン
プファイアーで盛り上がり︑
遅くまで花火に興じた︒
︵ピースラン 日目︶
月 日︒赤穂から日生
へ︑そして山越えをして岡
山へ︒宿舎は倉敷ユースホ
ステル︒
︵ピースラン 日目︶
月 日︒午前 時ＹＨ
を出発して︑福山のフリー
スペース﹁旅遊﹂を目指す︒
走ったり歩いたり車にのっ
たりしてやっとたどりつい
た﹁旅遊﹂では︑あたたか
い歓迎を受け︑にぎやかな
交流の夕べに︒
︵ピースラン 日目︶
月 日︒昨夜降り続い
ていた雨もあがり︑福山を
スタート︒尾道︑三原を目
指す︒途中台風
号の接
近で激しい雨の中をびしょ
ぬれになって走った︒午後
時過ぎ︑全員無事三原に
到着︒宿舎を準備して待っ
てくれていた沖村さんの熱
い歓迎を受け︑走り終えた
開放感も手伝って涙の握手︒
︵ピースラン最終日︶
三原から渡船で小佐木島へ︒
8

ピースラン
年 月 日 月
( )
から 日 土
( ま
) で︑広島の
小佐木島を目指して︑今年
もピースランが開催︒年齢
差︑体力差があるなかみん
な気遣いあって︑楽しく完
走︒
︵ピースラン初日︶
月 日︑午前 時︒神
戸ハーバーランドに集合︒
みんな元気な姿をみせ︑予
定通り午前 時に神戸を出
発︑ランニング開始︒須磨
では昼食後︑海に足をつけ
て遊び︑踏切に花をささげ
て石坂さゆりさんの追悼式︒
その日の宿舎は︑姫路にあ
るらんちゃん宅の興宗寺︒
夕食後︑らんちゃんのパパ
が影絵と人形劇を披露︒
︵ピースラン 日目︶
姫路から御津町の﹁風の
モニュメント﹂まで走り︑
午後から赤穂野外キャンプ
場をめざす︒宿舎は洗濯物
で﹁満艦飾﹂︒夕食は杉浦
さんと水本さんが担当して
8
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﹁呪文﹂
そんな中︑フリースクール
のみんなにはいろいろと救わ
れました︒みんなの元気さ︑
パワフルなとこに何度圧倒さ
れたことか︒それぞれ個性が
あって輝いているみんなとい
っしょの日々を過ごすうちに︑
自分も何か見えないものをも
らったような気がします︒
そのおかげです︑こんな弱
々しい僕でも三原まで完走で
き︑いろいろなことが詰まっ
た１週間を無事乗り切ること
ができたのは︒
そしてピースランが終わっ
た帰り︑駅でいつものバスを
待っていると︑どこか自分が
強くなったような気がした︒
自信っていうのは︑つくの ﹁第
ではなく︑つけるものなのか
なあとそのときふと思った︒
そもそも僕は︑自分を好きに
なろうとしてなかったのじゃ
ないかとも思う︒
パクリですが︑無事ピース
ランを終えたことに︑自分で
自分を褒めたいです︒
最後に︑仲間に入れてくれ
たみんなに︑そしてきっかけ
をくれた烈に感謝します︒あ
りがとう！

章なつ﹂
大森愛依

た︒
﹁メイ今年は何キロ走った
ん﹂
﹁
キロ弱ぐらいとち
ゃう﹂
﹁メイ走ってる時何考えて
るん？﹂
正直︑私は何も考えてい
ない︒
﹁暑い﹂﹁しんどい﹂﹁雨
はふる﹂そんな中何も考え
られない︒
ただひたすら歩いたり走
ったりしている︒
コンテナの中もきっとそ
うだったろうと思う︒
暑くてもひたすら何も考
えずに生きようと思っただ
ろう︒
でも︑死んでしまった︒
生きてる私たちには答え
が出なくても考えつづけて
いく事ができる︒
そのために私は毎年︑夏︑
走る︒
小佐木島は本当にあおい︒
きっと毎年夏はここにい
るだろう︒
そんな長い年月がかかっ
ても考え続けるそれは︑私
の気持ちに問いかける事で
もあり誰かに伝える事でも
ある︒
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(14)
また︑いじめについて考
える夏がきた︒
ピースランへの出発だ︒
約
年前小佐木島には︑
風の子学園という所があっ
た︒ 人の生徒がコンテナ
に閉じ込められて︑死んだ︒
毎年その 人の苦しみを
知るため私たちは神戸から
広島まで走るのだ︒
今年もその夏がやってき
2

酒井真吾
この度︑メンタルフレンド
の烈くんから誘いをもらい︑
飛び入りで参加した酒井真吾
です︒
突然ですが︑僕は自分でも
情けなくなるくらい自分に自
信がありません︒こう言い切
ると実はあるように思うかも
しれませんが︑本当にありま
せん︒自信がないから自分を
好きになれず︑自分を好きに
なれないから何の面白味もな
い人になってしまう・・・な
んでこんなどうしようもない
者になってしまったのか︑こ
の際ただ走るだけじゃなく︑
ゆっくり考えてみようと思っ
てました︒
ところが実際の話︑それど
ころじゃなかったのです︒走
っているときなんて︑﹁早く
着いてくれ〜﹂と呪文のよう
に何度も思い︑滴れ落ちる汗
をタオルに染み込ませ︑その
抜けた水分を水で補い︑沸騰
しそうな体を団扇で扇ぐ︒そ
んな足以上に手を動かさなく
てはやっていけないくらいだ
ったのだから︒
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なつき

〜私のＰｅａｃｅ
Ｒｕｎ〜

1

(16)

高 のこの夏︑初めてピ
ースランに参加した︒最初
は︑人見知りも激しいし緊
張していたけど︑姉がいて
くれたのはもちろん一番の
支えだったし︑みんな気軽
に話してくれて︑ちょっと
安心した︒別に参加したの
は何気ない気持ちだったけ
ど︑この夏の 日間はすご
く︑自分の中で大きくなっ
たと思う︒
夏休みも楽しく過ごして︑
学期が始まった︒始業式
の日は︑バスの中でお腹が
痛くなって︑学校に着くな
りＵターンして家に帰った︒
日目からは︑お父さん
かお母さんが学校まで︑車
で送ってくれるようになっ
た︒今は別に学校は楽しい
と思う︒でも︑充実してる
気はしない︒毎日︑何しと
んやろって思う事がよくあ
る︒学校で友達と楽しく笑
いあってても︑帰りたい︑
とかそういう気持ちは変わ
2

2

5

らない︒でも親は反対する
し︑辞めた後どうなるかな
んて︑よくわからない︒
フリースクールの子達は
うらやましい︒辞めた後︑
どうするか︑自分が何をし
たいのか︒学校なんて行か
なくてもちゃんと道はひら
けてる︒でも︑私にはそれ
ができるかさえわからない︒
こんな私には︑親の言う
とおり死にものぐるいで︑
今の学校を卒業するしかな
いんだろうか︒
でも︑私は色んな道を歩
いてみたい︒学校をやめて︑
自分の思うように一度やっ
てみたい︒夜遊びに行くこ
となんかで︑親に怒られ反
発し︑ちゃんと話そうとも
しない私だけど︒
たしかに学校を辞める事
には不安もいっぱいあるし︑
何もわからない︒姉の生き
方を私は尊敬してる︒私は
みんなが進む道と︑同じ道
を進むことしか生き方がわ
からないから︒姉のような
強い心が私にもほしい︒で
もフリースクールのみんな
は︑その強い心を持ってる
と思った︒そんなみんなの
中にいると︑私はちょっと
カタミがせま
かった︒私も
いつか強くな
れるだろうか︒
自分で自分の
生き方を見つ
け︑進めるよ
うになれるか
な︒わからな
いけど︑今ま
での︑遊びた
い︑遊べれば
いいって考え
が少し変わっ
て︑真剣に前
を見ようとす
るようになっ
たのは︑初め
てのピースラ
ンでフリース
クールのみん
なと過ごして︑
その短い 日
間の中で︑
ちょっとだけ
強くなれた気
がするからだ
ろうか︒
5

ピースラン特集

6

ORERO 通信 2003.10.02

ORERO 通信

そう思えた事だけでも三週
間の苦労は報われたのでは
ないかと自分で勝手に思っ
ている︒

ごあいさつ

またしてもフリースクール
の皆さんに遊んでもらって︑
お世話になっています︒
フリースクールに来てみ
て︑皆がとてもしっかりし
ているなと思いました︒
歳にもなっているのに︑今
でも私の方が頼りないし︑
自慢出来るような特技もな
いので︑すごいなと思うこ
とが多々あります︒まだま
だフリースクールの事も全
然わかっていないので︑こ
れからも皆にいろいろな事
を教えてもらいたいです︒
どうぞよろしくお願いしま
す︒
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倉橋扶美
私が神戸フリースクール
を知ったのは高校生の時で︑
年生の時に一度だけ遊び
に行かせてもらいました︒
その時は︑生徒の皆にいろ
いろな遊びを教えてもらい
ました︒そして︑今年の
月からはスタッフとして︑
9

24

教育実習体験記
対照的な実習生が集まった
もんだなぁ︑としみじみ感
じたりしたのだった︒
なんだか行きたくないなぁ
と思いながらも実習開始日
がやってきて︑何故か私は
全校朝集で挨拶をしなくて
はいけなくなったり︑学年
集会で中学生時代の思い出
を話してくれと言われたり︑
授業実習をこなしたり︑
・ を少し任されたりと︑
ほぼ体験したことの無い事
を生徒の前でなんとかこな
していたら︑あっという間
に三週間が過ぎていた︒
三週間の短い間だったが︑
先生をやってみてしみじみ
思ったのは︑先生って大変
だなぁ
と云う事であ
る︒学校に行っていなかっ
た頃︑先生に対して色々な
事を要求していた気がする
が︑いざ先生をしてみると
自分が思っていた事を実際
にするのは大変難しい事な
のだと痛感した︒体験して
みないと分からない事は沢
山あるものだ︒今回︑実習
に行って︑学校と云うもの
を以前とは違う立場から見
られたのは本当に良かった
と思う︒
3

吉田奈津子
大学で舞台芸術を勉強す
るつもりが︑ひょんな事か
ら歴史を勉強する事になっ
て︑早三年︒せっかく取れ
るならとってみるかと教職
免許過程を受講した︒最初
からわかっていた事だった
が︑ついに其の時がやって
きた︒そう︑教育実習であ
る︒
中学時代は不登校で︑高校
が通信制だった為︑高校に
実習に行く事は難しく︑必
然的に私は中学校に教育実
習に行く事になる︒殆ど行
っていない母校の中学に実
習で行く事になるとは思っ
てもみなかったが︑行かな
ければ教免が取れない為︑
行くしか無いのである︒
まずは詳しい説明を受ける
為に学校に電話をすると︑
今回の実習生は 人で︑他
校の卒業生が音楽で一人︑
中学時代︑生徒会長だった
男の子が私と同じ社会科で
実習に来ると言う︒よりに
よって元生徒会長と一緒か︑
と気が重くなり︑その反面︑
3
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大蔵海岸の温泉を目指し︑
休憩を数回はさみながらラ
ンニングを再開するが︑そ
の間︑オグが途中の休憩所
に財布を忘れて︑奪還のた
めに来た道を戻ったりして
いた︒入浴後︑車と電車で
それぞれらんちゃん宅興宗
寺へ向かい︑荷降ろしなど
をすませ︑夕食が開始され
たのが午後８時頃︒夕食後︑
らんちゃんのパパが影絵と
人形劇を披露してくれまし
た︒そして︑その影絵をみ
ている最中︑みかちゃんが
蜂に刺されて︑左手がぱん
ぱんに腫れてしまった︒み
かちゃんのピースラン初日
は︑ちょっとアンラッキー
だったかも︒
８月５日︑ピースラン二
日目︒姫路← 風のモニュ
メント の広場で昼食←赤
穂野外活動センターへ︑と
いう日程︒この日は午前中
の設定距離が長く︑スピー
ドにばらつきがでたので︑
女の子はみんな一時車に乗
り︑ワープをした︒昼食時︑
スイカがでるが︑メイちゃ
んはスイカが嫌いで︑先生
に強制的に食べさせられて
ました︒この日︑生まれて

はじめて食べることができ
たのだそうです︒食後︑食
事班は野外センターに向か
う︒そこでは︑メイちゃん
とオグが買物担当︑薪の注
文もしてくれる︒洗濯は︑
みかちゃんとえりなちゃん
が５ ６回洗濯機をまわし
たそう︒その他のランニン
ググループは︑ 堀市 か
ら アース の工場のそば
まで走り︑円山海岸でしば
らく遊んで︑この日のラン
ニング終了︒到着すると︑
ごはんの準備ができていて︑
干された洗濯物で部屋は
﹁満艦飾﹂になっていた︒
夕食後︑キャンプファイヤ
ーをする︒れつくんが一番
手で芸を披露してくれるが︑
その後みんななかなか芸が
出せず︒ハンカチ落としを
して︑花火をして︑
時
に終了︒
８月６日︑ピースラン三
日目︒赤穂から日生のファ
ミマまで車で移動←兵庫と
岡山の県境←倉敷駅︑とい
う行程でランニングしまし
た︒この日の倉敷駅で最後
のチッチは︑前日に引き続
き︑ハイペースの長袖ジャ
ージで一番に駅に到着︒
"
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おくちゃん
年 月 日 月
( )
から９日 土
( ま
) で︑広島の
小佐木島を最終目的地に︑
今年もピースランが開催さ
れました︒年齢差︑体力差
があるなか︑みんな気遣い
あって︑楽しく完走できた
のではないでしょうか︒
はじまりは 月 日︑午
前８時︒神戸ハーバーラン
ド集合︒前夜
に宿泊し
たメンバーをはじめ︑みん
な元気な姿をみせるが︑な
ぜか道に迷ったみかちゃん
は︑既に走り疲れた様子で
９時ぎりぎりの到着だった︒
ともあれ︑予定通り午前９
時には神戸を出発︑ランニ
ングが開始される︒初日は︑
神戸←須磨←明石←姫路の
らんちゃん邸へ︑という日
程︒須磨では昼食後︑海に
足をつけて遊び︑踏切に花
を捧げて石坂さゆりさんの
追悼式が行われた︒その後︑
2
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0
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でも︑そんなにストリクト
に走っていたチッチは︑こ
のピースラン後︑体重は
㎏しか減ってなかったそう
です︒ちなみに︑メイちゃ
んは体重
減︑しろま
くんは体脂肪率７％減少し
てたんだって︒倉敷駅から
は自由行動で︑それぞれが
観光がてら倉敷ユースホス
テルまで向かいました︒そ
の間︑なんと浜っちが迷子
に！みんな心配しつつも夕
食を開始︑話題は浜っちの
ことでもちきりだったが︑
予想外に早く浜っち帰宿︒
の近所のご夫婦に道を
尋ねたところ︑親切にも車
をだしてくれて︑上まで送
ってもらったそうです︒無
事でよかったと思います︒
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８月７日︑午前 時に
を出発して︑福山のフ
リースペースを目指す︒走
りづらい道だったため︑こ
の日の午前中は
分程度
走っただけで︑ほとんど車
で移動︒休憩場所で一部の
人たちはセルフサービスの
讃岐うどんを早めの昼食に
しました︒休憩後︑トンネ
ルを抜けた地点にあるショ
ッピングモールまでランニ
ング︒とっしーはひどくな
ったまめの手当てをここで
していた︒また︑昼食など
をとり︑再び車で福山市に
入る直前のコンビニまで移
動︒走りたい人はランニン
グを再開し︑その他の人た
ちはそのまま車で銭湯に向
かうことに︒途中︑数人が
車で拾われ︑走者交代した
りしながら︑午後 時過ぎ
るが全員 ゆらら に到着︒
入浴後︑ドライブで福山
﹃旅遊﹄に向かう︒一
方通行で︑目の前にある目
的地になかなか辿り着けな
かった︒福山
のメンバ
ーは男の子２人︑女の子
人︑まだ少人数ですが︑ス
ペースはとても広かったで
す︒用意してくださったカ
レーとサラダをいただいて︑
午後
時頃︑就寝︒
月 日︑昨晩は雨だっ
たが︑起床すると上がって
いた︒午前 時半に出発︒
車を駐車していた河原まで
歩いて︑そこで準備体操を︒
体操中︑先生が腰を痛めて
しまう︒この二日後︑車で
神戸に帰る先生は︑痛みで
ギアチェンジができなくて︑
助手席のメイちゃんがずっ
と操作をしていたそうです︒
日目の日程は︑福山←尾
道←三原︒三原駅がランニ
ングの最終地点となる︒尾
道まで
程度走って︑
尾道駅周辺で自由行動︑各
自昼食をとる︒この時点か
ら雨が激しくなりはじめる
が︑午後 時半︑全員乗車
して走りやすい通りまでで
て︑最後のランニング開始︒
約
︑三原駅を目指
す︒

午後 時頃︑全員完走︑こ
こで︑あやちゃんとはお別
れでした︒夕食はちゃんこ
風なべを︑水本ママの指導
下︑テラ︑れつくんなど男
の子が中心となってつくっ
てくれました︒食後︑かべ
にくぎを打ち︑洗濯物を協
力して干す︒お酒を飲む人
たちは二次会をはじめて︑
午前 時から 時頃︑全員
就寝︒
月 日︑この日がピー
スランの最終日でした︒台
風の影響で波が高いことを
懸念したが︑朝からよく晴
れて︑無事小佐木島に渡れ
ることに︒午前
時半出
航︒島に着き︑
分程度
歩いて︑﹃風の子学園﹄の
コンテナの前で追悼式を開
始︒千羽鶴と︑喫煙者はた
ばこを線香の代わりにおそ
なえしました︒初参加者の
ために︑先生が事件の説明
を︒たばこを吸った体罰と
してコンテナに入れられた
歳と
歳の少年少女
が︑
度を超えるコンテ
ナのなかでのどをかきむし
って死んでいったとこのこ
とが︑衝撃的でした︒この
日も︑コンテナの屋根はと

ても熱かったです︒一分間
の黙祷の後︑海辺に移動︑
昼食をとり︑海で遊びまし
た︒午後 時
分の出航
を待つフェリーの上から飛
び込んだりして︑きれいな
小佐木島をみんな満喫でき
たと思います︒
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通信費カンパ
ありがとうございました
羽下
小野
柴垣
久下
増井
山田
守屋
藤田
玉木
坂口
坂本
光葉
橋本
野泉

大信
洋
六郎
貴司
眞樹
育子
哲
稔
哲郎
和義
孝子
啓一
保
桂子
（敬称略）

イベント案内
第十回子午線ウォーク
日時
集合
参加費

稲刈り(淡路一宮町)

10月25日(土)26日(日) 一泊二日
明石天文科学館前 AM 8：00
2000円 (宿泊費+5000円)

日時
集合
持ち物

飛び入り参加歓迎!!

10月13日(日) 雨天中止
明石タコフェリー前 AM 9：00
作業の出来る服装 お弁当
参加者大募集!!

集会案内
10/11(土)

『不登校･引きこもりへの理解 』 ゲスト 金香百合
14：00〜16：00 ＜県民会館7F＞

10/18(土)

親の会 14:00〜16:00

11/4 (火)

『不登校から学ぶ』
17:30〜18:30 ＜ボランタリープラザセミナー室：神戸クリスタルタワー10F＞

11/28(金)

『不登校という選択』
14:00〜16:00 ＜明石男女共同参画センター：アスピア明石＞

11〜12月(4回)にメンタルフレンド養成講座をします。参加してくれるお兄さん＆お姉さん大募集！！
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発行/ 神戸フリースクール
お問い合わせ ･ ＴＥＬ ＆ ＦＡＸ ０７８‑３６６‑０３３３
住所 ･ 兵庫県 神戸市 中央区 下山手通 ８丁目 ８‑１０

WWW.FREESCHOOL.JP/KFS

e-mail
TOKASYA@HOTMAIL.COM

