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感謝の１年 ❤ ＮＰＯ法人としてスタート
理事長 成田久美子
NPO 法人となり、無事１年が終わりました。
活動を始めてから、最多の 94 回の出前授業を行うことができました。これも
皆さまの温かいご支援のおかげと深く感謝しております。
まず、できることから！と２人でスタートさせた活動が各地に広まり大きな活動に
なってまいりました。今では支部も増え、活発な動きは嬉しい限りです。
これからも、たくさんの仲間と一緒に心を合わせ、この「いのちの授業」を全国に
伝えていきたいと思っておりますので、引き続きご支援よろしくお願いいたします。

尊い「いのち」を育てるお力添えを
副理事長 木村悠方子
エフ・フィールド が、[十歳のきみへ

いのちの授業]を始めて７年になります。

お陰様で沢山の方々のお力添えをいただき続けてこられました。いのちの繋がり
を感じとり時間を大切にすることが自分を大切にすることになる。そして、イジメ
を無くす心も育まれ、その心が平和に通じる素敵な心へと…育つと信じています。
尊いいのちを育てるお力添えをいただきたく存じます。宜しくお願いいたします。

【昨年度の活動実績】
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りがとう！と言いたいです。
＜４年生 児童＞
きらきらした目の温かい笑顔で互いの心音
「おー！」命の大切さと「いのちは時間」
「人
のために使いましょう」というメッセージが
深く心に刻まれるすばらしい授業です！
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子どものまっすぐでピュアな心に私の方が元
気をもらっています。感想文には十歳の想い
が詰まっていて教わることもたくさん。
十歳というこの時に、いのちの授業を通して
関わり、伝え、共に成長させていただけるこ
とを本当に嬉しく思っています。
＜兵庫支部

蓬莱 新講師＞

ぼくはいのちの授業を受けるまで命について考えたことがありませんでした。ぼくはどんな
小さいことでもいいから、自分のためだけに行動するのではなく、みんなのことを思って行
動できたらいいなと思いました。友だちや家族、お年寄りの人
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オリジナルＣＤ『いのちを想い合う』制作。販売中！
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エフ会（第 1～3 回）で
受講者交流と情報交換

2014 年１０月

五大茶屋さんのご協力のおかげで、多く
の方々のお気持ちが収益につながりまし
た。皆様に心より感謝申し上げます。
次回も、みんなが笑顔の バザー に(^^)
v

長崎

関東

岐阜
出前授業の数は多くはありませんでした

栃木市で定年を迎えた同級生３人と「い

活動を始めて 3 年。毎年、依頼してくだ

が、講師育成研修に参加して講師デビュー

のちの授業」を始めて３年目。リピート

さる学校もあり、メンバーも楽しく活動

を目指す仲間が増えました。この研修を受

校もあり根付き始めている。
「残り時間を

しています。ラジオ出演や大人の方への

けた市議会議員さんのお力添えで、教育長、

どう使うのか？」と自身にも問いかけな

授業など、少しずつ広がりを見せていま

教育委員会を通して、校長会で勧めていた

がら、純真な子どもたちの健やかな成長

す。子どもたちの笑顔に励まされ、もっ

だけることになりました。(神原)

を願って活動を続けていきたい。(柏崎)

と広く伝えたいと思います。(山村)

兵庫

愛知

大分

成田理事長、木村副理事長の姫路初授業

１１月の講師育成研修に参加し、翌日海部

講師養成研修を受け約一年で、念願の小学

後、講師育成研修を７月１６名、11 月

郡の小中一貫校での出前授業を皮切りに、

校への出前授業を実施できました。

２０名で開催し、２１校の出前授業で多

弥富、東海、そして名古屋でも始まりまし

ミーティング回数を増やして、これからも

くの講師が活躍しています。授業では、

た。講師も続々デビュー！学校から来年も

っとたくさんの学校にお届けできるよう

子ども・保護者・教師・講師が、気づき

来てください！と依頼され、いのちの授業

に、メンバーみんなで頑張ります！(宿里)

や喜びを感じています。(玉村)

は愛知でも着実に広がっています。(中山)

講師育成

会員募集中！

深イイ話

研修

会員になって特定非営利活動法人エフ・フ
ィールドを応援してください。

８２名の方が受講。活躍を期待しています.
201５年２月

年１回の会報誌「たんぽぽ」にて活動の様

第 11 回

6／28

桑名

13 名

第 12 回

7／15

姫路

16 名

お孫さんの小学校に想いを込めたお手

子をお伝えします。

第 13 回

8／22

長崎

3名

紙を出された河村さんご夫妻が、受け継

正 会 員：

応援会員：１口 1,000 円／年
法人会員：１口１0,000 円／年

第 14 回 11／23

姫路

20 名

がれた大切な いのち(お孫さん) を前

第 15 回 11／24

桑名

30 名

に感動の出前授業が実現しました。

今後の予定 ご参加ください！

自販機設置場所募集中！

5,000 円／年
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◆6 月 7 日（日）<桑名市民会館 大会議室>

“いのちの授業”の応援は、例えば身近な自

2015 年度総会＆第 16 回講師育成研修

動販売機からもできます。買う人、自販機設
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置店、メーカーのどこにも負担をかけずに

住所：三重県桑名市陽だまりの丘７－2504

勝手に支援する仕組みで、もうエフ・フィー

TEL/FAX 0594-32-1326

ルド支援自販機は、

E-mail：info@ffield.jp/

三重 愛知 大阪で
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◆8 月 29,30 日（土,日）

<桑名市五大茶屋>

第 2 回ハッピースマイルバザー
◆9 月 20 日（日）<姫路市・会場未定>
第 17 回講師育成研修

稼働しています。
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