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いのちの授業」
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木村悠方子
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今年度活動 10 周年という記念の年を迎える

お陰様で、年々活動実績が増え年間 100

ことができました。これまで、出会い応援して

回以上の出前授業となりました。まさに、

いただいた多くの方々や、スタートより 6 年間

エフ・フィールドです。 お家も、地域も、

サポートしてくださった日本財団様に心より感

学校も、同じフィールドとなり“いのちって

謝申し上げます。ありがとうございました。

何？”の問いかけから子どもたちの想像力

ＮＰＯ法人となり無事３年が過ぎ、ますます

や思いやりや優しさ、そして自分も人も大

仲間の輪が広がっています。スタートした年に

切な 同じいのち なのだと感じられるそ

授業を受けてくれた子どもたちは成人式を迎え

の想いを育める「いのちの授業」。

ます。たくさんの子どもたちが自分の心音と向

今年 10 月４日 106 歳にな

き合い＂ いのち ″ のことを考えた 10 歳の記憶

られる日野原重明先生にご

を持ち続け大人になってもらえるよう、これか

挨拶。昨年 9 月、講演会が開

らも種を蒔き続けていきたいと思います。

催された高知市にて。

たくさんの方々と此れからも繋いでい
きたいと思います。
皆様のご支援が活動に繋がります。お力
添えを宜しくお願いいたします。

感動！感謝！親子で聴き合ういのちの鼓動
💛親子同士で本物の聴診器を使って、心音を互いに聴く機会は普段の生活では絶対ないの
で、大変貴重な経験ができました。
💛検診以来の子どもの心音でした。11 年前お腹にいて、毎月、この命にありがとう。健康
に育ってくれてありがとう。と思っていたことを思い出しました。お腹にいた時の気持
ちを思い出させてもらって、ありがとうございます。
💛参観の日をきっかけに子どもが“お母さんありがとう”と心を込
めて言ってくれるようになりました。心も体も成長している今、
いのちについて考えてみて、また新しい一歩を歩き始める気持
ちになりました。
💛難しいテーマなので、なかなか子どもと話す機会もなく、何を話していいのかもわから
なかったのですが、とてもわかりやすくいい授業でした。聴診器で聴いた子どもの心音
は忘れることができないと思います。
💛誰かのために時間を使うこととゆるすことに心動かされました。
「ゆるすことは我慢する
ということではない」との言葉にハッと気付かされ、自分にも子どもにも当てはまるの
で忘れないでいたいと思いました。

【昨年度の活動実績】
授業回数

137 回

・訪問学校数

85 校

・子ども

5,398 人

・大人

1,314 人

・講演会他広報活動 13 回
詳しくはホームページで。
エフ・フィールド

検索

入会＆継続のお願い
ご理解ご支援、誠にあり
がとうございます。
ぜひ会員になって NPO

💛目に見えない自分の命は、まわりにとても大切に思われているし、自分で大切にしなけ

法人エフ・フィールドを

ればならないと、感じる機会を親子でいただいてありがとうございました。また、友達

応援してください。会報

間で日々コミュニケーションしていると、成長の過程でもめごとがありますが、
「ゆるす」

誌「たんぽぽ」にて活動

ことを学べたことが良いと感じました。家族団欒の話題になりました。

の様子をお伝えします。

💛命の大切さについて改めて考えることができました。
日常生活を送る上で当たり前だと思っていたことが、

＜年会費＞

どんなに大切なことかを気づかされました。

正 会 員：

💛１分間のあの静けさ。そして自分の命を聴こうと真剣
に向き合う姿…なんと感動的なシーン！

5,000 円

応援会員：１口 1,000 円
法人会員：１口１0,000 円
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昨年度の活動
大切な仲間、弓削田健介

三重
桑名市では 17 校、いなべ市、鈴鹿市など近

三重
三重

さんの活動 10 周年お祝
いコンサート♫10 月 10 日

三重
2 期目を迎えた伊賀地区。伊賀市立 21 校中

郊の地域からの依頼も増えてきました。エ

17 校、名張市立 12 校中 5 校で実施させて

フ・フィールドも 10 歳を迎え新しい風を入

もらいました。「命の大切さを子どもたちに

れつつ、しっかりと基本の授業を地元の子

伝えたい」との切なる思いのこの授業がより

どもたちに伝え続けていきたいです。

一層この地に根付くよう頑張ります。

岐阜

関東

長崎

昨年９月に岐阜県大垣市で講師育成研修を

関東で「いのちの授業」が根付くよう、

長崎・大分に続き、今年度は熊本と佐賀へ

開催しました。東京や大阪からの参加もあ

一歩ずつですが着実に前に進んでいま

と、「たんぽぽの綿毛」が広がっていきま

り、16 名の方が新しく仲間入りしました。

す。子どもたちの真剣な眼差しに毎回感

した。それぞれの地で新しい講師さんが誕

積極的に動いた結果、西濃地区での授業依

動！講師デビューを目指す仲間も増え、

生し、今後、益々、広がっていくことを期

頼が増え、うれしい限りです。

とても心強く、喜びを感じています。

待しています。

愛知

奈良

兵庫

念願だった奈良での授業が実現したのと同

小さい人たちのキラキラした眼差しや、

愛知も３年目の活動になります。たくさん

時に、新しい講師がデビューしました。こ

メッセージをしっかり受け止めている

のいのちの授業の中から、エフ・フィール

の流れに乗り、広報にも力を入れ大阪、京

ことに感動をもらっています。前回良か

ドを選んでくださり有り難く思います。子

都、奈良にいのちの授業が広がるようメン

ったからと呼んでいただいた時は、更に

どもたちの心健やかな成長を祈り活動させ

バー全員で頑張っていきたいと思います。

嬉しいです。

ていただいています。

講師
講師育成

我が子 のクラ スで授

育成
研修
転送
研修
転送

深イイ話

師が今年度 3 名いまし

４年生で実施し、上のお子さんの担任の先

39 名の方が受講。活躍が楽しみです。
第 21 回 4／ ３
東京 14 名
印刷
第 22 回 6／25
桑名
９名
第 23 回 9／10
岐阜 16 名
迷惑メール

今

後 の 予 定

◆6 月 24 日(土)
操作

2017 年度総会

◆6 月 24 日(土) 25 日(日)
次

業をし たお母 さん講
た。

移動

削除

深イイ話
深イイ話

「いのちの授業」講師研修会

◆秋頃（詳細未定）
前
㊗エフ・フィールド活動１０周年
記念イベントを企画中

２年前に講師育成研修を受講し講師

生から、ぜひ６年生のクラスでも！と出前

デビューの息子と、親子で授業をさせて

授業申込をいただきました。我が子に「い

もらいました。忘れられない時間をあり

のちの授業」を！ステキな想いがどんどん

がとうございました。（岐阜・神原）

溢れますように！

支援型自販機設置場所募集
“いのちの授業”の応援は、
中！
身近な飲料の自動
販売機から、どこにも負担をかけずにできま
す。新規でなく交換でもＯＫ！協力可能な
自販機がありましたらご連絡ください。
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