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新しい１0 年へ…Keep on going!（前に進み続けよう！）
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成田久美子

エフ・フィールドもおかげさまで満 10 歳となりました。
スタートした時生まれた赤ちゃんに、今年度いのちの授業ができると思うと感無量です。
活動の原点でもある日野原重明先生との出会いがなければエフ・フィールドはありません。
そこから多くの出会いがこの活動を支えてくれました。
思い返せば 2007 年 8 月、三重県で初めての″いのちの授

DVD「十歳のきみへ いのちの授業」より

業“で桑名に来ていただき、この授業の DVD を作成中なのでぜひたくさんの子どもたちに
観せてもらいたい」と言われたことがこの活動をスタートさせるきっかけとなりました。
「いのちって何？」の問いかけから子どもたちを授業に引き込むパワーとその想いに感
動したことを今でも覚えています。生きる力となるいのちの授業のメッセージを知って成長
三重県初「いのちの授業」2007 年 8 月
日野原先生と桑名市内にて

してもらいたいと日野原先生に相談しながら 45 分授業の流れを作り、その時から 10 年間
変えることなく進んできました。多くの皆さんの心に宝物を残し、昨年 7 月に 105 歳で天

寿を全うされた日野原先生、これからも見守ってください。(＊2017 日野原先生最後のインタビューメッセージ)

ありがとうございます！～エフ・フィールド応援団からメッセージ
エフ・フィールドが、
「いのちの授業」

たんぽぽをモチーフにロゴマー

【昨年度の活動実績】
💛全国 8 支部で実施💛

を普及させる活動を始めて 10 年たち

クをと作成してから 10 年も経って

ました。この間、NPO 法人化して組

いることに驚きでした。「ひとりひ

織固めを行い全国展開の足固めをし

とりにあたえられた かけがえのな

てきましたが、まだまだエフ・フィー

いいのち あなたは輝くために生ま

・訪問学校数

ルドの「いのちの授業」を待っている

れてきた」いのちは一瞬の光です。

・子ども

5,994 人

沢山の子どもたちがいることを忘れ

エフ・フィールドのメッセージは子

ず 10 年を一区切り、ますます発展し

どもたちの心の奥に根付いて咲い

・大人

1,676 人

ていくことを期待しています。
（講師
育成研修コーチング講師：織田善行 ）

て綿毛を飛ばし、いつかどこかの場

自分の命、友だちの命、家族の

面で、いのちを大切にする連鎖が生

授業回数

145 回
91 校

・講演会他広報活動 13 回

命をこれからも守って命のバト

詳しくはホームページで。

ンをつないでいきたいと思いま

エフ・フィールド

まれるに違いないと思います。（た
んぽぽロゴマーク作者：小林勇輝 ）

検索

した。お母さん生んでくれてあ
りがとう！と言いたいです。
＜４年生

児童＞

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.

エフ・フィールドの活動 10 年おめで
とうございます。みなさんと出会えた

ぜひ会員になって NPO 法人

ことで、日野原先生をはじめ、たくさ

10 年という月日で初期からは想

んの素晴らしい方とのご縁をいただ

像もつかないほど大きな団体へ成

き、応援していただき、僕も、大好き

長し、広い地域で出前授業を活動で

な音楽を続けることができました。エ

きていることに、とても驚かされま

フ・フィールドのステキな輪がもっと

す。主活動の活発化に伴い、事務処

もっと広がっていきますように。

理などサポート活動も増加し大変

いつも本当にありがとう

ですが、各支部間の絆を強め切磋琢

ございます。
（プチミュージ

磨し、主の「お母さんパワー」で乗

カル「いのちのおはなし」

り越えて欲しいと、心から応援いた

作曲家:弓削田健介）

しております。( ホームペー ジ制
ホームページ TOP

作・管理： 伊東佑紀)

エフ・フィールドを応援して
ください。会報誌「たんぽぽ」
にて活動の様子をお伝えし
ます。
＜年会費＞
正 会 員：

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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三重
三重
地元桑名市の小学校 26 校中、過去最多の

桑名本物力博覧会(桑名ほんぱく)
11 月 5 日「いのちの授業と
たんぽぽステンシルバッグ作り」

三重

三重

.

伊賀

伊賀
三重

3 期目を迎えた伊賀地区では、前年度担任

20 校で実施することができ、訪問時に 5 年

の先生から「良かったよ、ぜひ子どもた

生、6 年生の児童から知ってる！覚えて

ちに受けさせては！」という口コミによ

る！と嬉しい声を聞き、10 年でこの授業が

りリピートをいただいているようです。

確実に根付いてきたことを実感しました。

感謝の気持ちいっぱいで歩み続けます。

岐阜

岐阜

関東 長崎

関東

長崎

若い大垣メンバーが、頑張ってくれていま

授業をする度に、子どもたちから学ぶこと

１月２８日「講師育成研修」を行い、受

す。毎年リピートのある学校もあり、有り

が多く、その度に日野原先生のいのちの授

講者の皆さんは「いのちの大切さを伝え

難く思います。また、これから 10 年続けて

業を継承しようと真剣に、笑顔いっぱいに

ていきたい」という強い想いの方ばかり

ゆけるよう、岐阜支部メンバー全員で、コ

話しています。新年度も沢山の子どもたち、

でした。長崎県内、熊本へと、この方た

ツコツと頑張って参ります。

親子さんに授業を発信していきたいです。

ちから広がっていくのが楽しみです。

奈良

兵庫

愛知

新メンバーが増え奈良支部が誕生し、信貴

いのちについて真剣に考え、友だちと笑顔

愛知支部は繰り返し呼んでいただく学校

山朝護孫子寺での講師育成研修を始め小中

で聴診器をあて合う姿に、私たちがパワー

が定着してきました。また昨年は以前実

学校、PTA.教員研修等幅広く授業をさせて

をもらっています。今年は時間の大切さを

施した学校の教頭先生が他校の校長先生

頂き、更に夫婦講師、男性ペア講師誕生と

伝えることに特別な思いをもちました。長

になられ、新たに授業をさせていただき

大きな飛躍の幸多き１年となりました。

く続けていきたいねと活動しています。

ました。少しずつ確実に広がっています。

長野

長野

山の中の小学校 ４年生９名で初めて講師デ

初めて妊婦さん講師が授業をしてくれまし

ビューしました 成田さんの応援のもと と

た。
「新しいいのちの誕生を間近に控えた時

ても良い時間を過ごせました 次の日、講師

にこの授業を行えたことに感動した」そう

育成研修を２名が受講‼。３名で長野県にす

です。子どもたちもお腹の赤ちゃんの心音

てきな時間をひろげていきます。

が聴けたことは貴重な体験となりました。

6 月 2４日(土)２５日(日)
各地から講師が集まり
桑名で宿泊研修会を開催し
学びと交流を深めました.

岐阜

本部講師
研修会

深イイ話

深イイ話

講師育成
研修

岐阜

父・息子の親子講師

奈良支部で誕生！！

救急救命士として命を預かる仕事をされ、
いのちの授業では、講師として先輩の父は
「普段気づかない息子の成長を感じて嬉
しかった」と。期待してます！親子講師!!
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４県で５５名の受講者！

第 24 回
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13 名

＜桑名＞

第 25 回

10/29

21 名

＜奈良＞

第 26 回

11/18

第 27 回
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２名 ＜長野＞
19 名

＜長崎＞
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