
あそびの王国ピピタ4月号� 2001年(平成13年)3丹市開繍140得平成元年12月間開端牒鱗苛{毎月四58僻

ると考え、� 19871字、子ども・大人・お年寄り・

特定非営利活動法人 (NPO)子どもネットワークセンター天気村その� 1

フットワークよく変幻自在に
子どもたちへの仕掛けを続けています

代表理事� ul賠費子

社会())後継者である、業iこf生きるカJ~を

もっ子どもたちの湾総のためには、子どもたちを

取り臨むさまざまな環境を考え痘し、子どもたき五

が置かれている状況安広く考えるとともに、著書発

を促す事業や体験H援した、生きた教育を企蕗・

実践する場と機会疫機供していくことが必裂であ

山があるのですが、そこは鯨せられるような遊具

があるわけでもなく、何もない段々姻のある空間

なのです。冒険滋び場として、その時かかわった

人良身の手でつくられ、変化しつづけるような空

間として鑓わり、録迭しています。

来楽において鑓わってくれた子どもたちゃ大人

のニーズを潜たすことがで怒るように、そして、

過去からの変化のプロセスが分かるように、また、

フットワークよく変

幻陶芸E。雨の日は雨の

中ヘ、晴れの日は靖れ

のゆへ・・"。まさにお

天気しだいの柔軟性。

ぞれが天気村のモット-

~のです o

不安定けという意f，まJ変わることfとかく� 

型車審者等、社会のさlI:d'ltな酒の人々が、自由に

気楽に集えるようにと、教著書擁・プレイル…ム・

児童館{こんぺいとうハウス} ・喫茶を兼ね備え

た天気村を設立。たくさんのスタッフに支えられ

て、幼児自然野外体験"こんべいとう a ・や高金ボ

ランティアグル…ブ"…歩“・各種ワークショッブ

を主催・関儀しlI:した。� 

1999年4月、� NPO法人格を取得し、名称を「特

定非営利活動法人子どもネットワークセンター天

気村jと改め、告後期誌の人々のみならず、新しい人

題提係を模索する人々にむけて、より広いネ� 'Yト

ワークの機祭iこつとめています。

子どもへの役務けをつづけている天気村です

が、� NPOj活動を通して感じていることをお滋し

したいど患いlI:'t。

はっきり官官って、こどもはいつの時代も変わっ

ていません。白紙状態で生まれてくることは変わ

らない。変えてしまうのは大人ですさ私たちは今、

真剣に考えなければならないこと、やらなければ

ならないことを獲壊し、やれることはどんどんす

すめて行総としてあらわしていかなくてはいけな

いと切実に考えていますむ

子どもたちのおかれている日常の金滋環境から

ゆとり・安心・なごみというようなキーワードを

取り戻すために、いくつかのコンセブ卜を鍵獲し

たいどkまいます。

信時間の流れを惑じられること

まさ:芝綴望書野外体験"こんぺいとう"は、その日の

タイムスケジュ…んも、密室ちも、鐙喜怒も符もあり

ません。望書望書受惑じるために、そのとiきに望書案5を
感じることのできる場所を家めて移動します。思

挙によってさまざまな植物や生物を発見したり、

何千年e:.伎をている古木の前で底5慢の時間後感じ

たり、お~り会では朝夕をじっくり綴じたりしま

す。織においては、スクラップ・アンド・ピル卜

の考え方で2甘いものは壊し、新しいものを乱立し

たことで、主主い街並みやその菌?に，署長づいてきたコ

ミュニティまでも壊されていくという状況です� 

f戸、官甘いるのを遜ヨ長から現在、米来へと受け継ぎ、

その存在が美しいということ、そしてその億鐘を

評価し新たな価値を再発見していく中で、時間の

流れ~感じてほしいと患ってい lt 't0 

聞来県成であるということ

その人たちがこの建問(援山)後� EI分たちのもの

として意識でき、自分たちのアイデンティティー

と感じ、誇りと想えるように、「未完成である」

というコンセプトは叢重要であると思っています。

書道びがあるということ

重量にとらわれない遊びのゆで克られる子どるた

ちの声や豊かな表情、哲学嵐気などは、子どもたち

に関わる私たちにも安心やゆとりをもたらしてく

れます。

街の中に遊びの~問があれば、大人もお年寄り

も遊びの中から余波教育のようなものができ、襲

警告しくなく生きがいをみつけることができ、人生

後より重量かにしてくれるのではないでしょうか?

子どもと子ども、子どると大人が向き合い、震

い合い、ぶつかり合うゆで、� f湾を主張し、鍔を雪量

慢しなくてはならないかということが、身体を滋

して理解でき、王製燃も感情も意思も鍛えられ、強

くなっていくのだということを忘れないようにし

なくてはいけないと思います。

子どもたちによる M子ども時i-IC"を充分に
送ってるらいたい“筆。奮は・・"おったや ~Iま殉じ

ようなことは然潟だ・・・などときめつけることな

く、湾代にあった佐鈴けを考え、いつの袴代にも

変わらない"子ども時代"を繕ってやることが大人

としての使命ではないでしょうか。� i事j議まで't。再
興なんです。

今、こういった場を行政、自治などさ ltd'lI:な

地域での事李総みをこえたネットワ…クのよに、子

どもたちに援供していきたいという怒いでいっぱ

いですc 滋織をつづけている中で、lI:だlI:だ子ど

もたちの関蟻愛犬人自身の罪喜怒どして受け止めき

れていない13も多く、子どもたちの毅臓を人ごと

のようにサましている人たちへ、どzうこの慾いに

共感してもらえるか、今後の活動を模索中です。

このように"創造的日常の形成"をtt.としてい

るNPO'"それが天気村です。

情l)'i諮ょころうと、密厳なことにぶちあたろ

うと、それを要望題視せず遂にヒントとして創造し、

ステップアップしていく。こうでなければならな

い・・・などということはなく、常iこ器寺代と呼吸し、

ニーズをつかんで変化していく。

味にとられがちですが;、� NPOの主主義からすると、

真実後知ってもらいたも川大切なことを理解して

もらいたいがための最大のパフォーマンスなので

す。

従ってこのような感覚でt世の中に存在している

と、たとえば子どもと大人、人工と自然、必然と

2偶然、内部と外部、泰福と不者襲、危倹と安全 ・・� 

など、� aいiこ積反するすべてのものが、実は混じ

り合ったり、溶け合ったりすることができるもの

であり、その中から新しいをま会iこ必型軽な事室念が浮

かびょがってくるように怒えてきます。

少子化館血にある今・・・近隙輿年齢集団の

者脅威が子Eも量生の減少で襲撃しいため、それに代わ

る地域での� f多様性」と� f鱒係性Jを含んだコミ

ュニティ割n震の歓喜鈴(tとして、� 211輩記にむけて

「こどもおそぴ費量jという念績を考えました。遊

びのきっか，tづくりです。

子どもを犬事にするという後点で、� NPOtP地

域の子どもたちに積緩約に関わりづくりを投げか

け、たくらんでいくので1れどんどん仕掛付て子

どもたちをワクワクドキドキするような遊びの渡

界へ引っばってこようと患っています。� 

fこどもあそび隊Jについては次翻詳しくお伝

えしますやを5うご綴事事!!

置特定非営利誌を覇違法人

子どるネットワークセンター天気村� 

525心033滋賀娘箪津市東草湾トト15 

T E LIドAX 077幽 564・7868

自聞天気村の ;:tf掲織するにあたって・“・今年 5 月 4S滋賀察でチャレラン大会 f11鶴獲されます。このチャレラン大会 iこス~ッ
受織というものの中に未来という待問の概念を フとして一緒lこ活指して下寄る方、そしてこれを機会に滋賀礁内でチャレラン遺産び活動をー諸に畿げて下さるコ舎をさがしていまし

入れ、玉伝来において生きた空襲警として利用できる た。潟織� 2 11控紀記念事業協会から紹介容れ、寄っそく滋賀県草津市に会いに行曹ました。その場でピピ~の E軍事高鎗績をしました。

スペ…スを重躍進したいと忽い家'to
チャレランが自翁す「あそびの誓っかけづくりJを地元に密着した費量で実践な寄っているからです。

いろいろな方法でいろいろな所で、子どもたちのことを考えて添耳障している人がたくさんいます。ピビ習でどんどん紹介して全
私たちの遺産びのフィールドのひとつに金量警のm.

僚のコ舎に聖書ってもちい、ネットワークをつくりたいと考えています。{ピピ脅編集:1: 木津ゆたか)
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特定非曽有活動法人� (NPO)子どもネットワークセンター天気持その2

子どもが主役

ヱココインブロジtクトとは!
代表理事山田繁子

少子北傾向にある今…近隣翼年働

集団の機成が子ども数の減少で篠しいため、

それに代わる機械での[多様性Jとf関係性j

を含んだコミュニティ…構築の仕掛けとし

て、� 21世紀iこ向けて[くさつあそび隊jと

いう企画後考えました。遊びのきっかけ作り

です。

子どもを大事にする視点で、� NPOが地域

のそ子どもたちに積極的にかかわり後投げか

け、しくんでいます。どんどんしかけて子ど

もたちがワクワクドキドキするような遊びの

世界へ引っ猿ってこようと怒っていま寸。� 

f くさつ~そび捧j はどのような

しくみなのかといいますと、子どもの生窓生� 

tきとした姿の中で、普も今も変わらないのは、

何かを集めること。資でいうメンコのような

遊びですG 今の子ども濠i手、替でいうでのメ

ンコのやりとりと関じような惑慣で、:iE1fの

味方のヒーローやプロのサッカ一、野球選手

等が写し出されているカードf)交換後年齢域

を越えてやりとりしている姿警みられます。

このいつの時代もすたれない"こどもの領分"

でなんとか自然体験その他、ボランティア活

動、スポ…ツ活動、音楽活動、創作、表現、企

画書卒、さまざまな体験を自然に楽しくできな

いだろうかと考えていました。この集める、

交換する、ふれあう、年齢交流などの条件を

クリアするのは鷲で震うメンコの後界だと患

いました。

「あそび隣jとは、闘分たちの衡を

際分たちの五感でf通産びながら知っていこうJ
そして� fもっと住みやすく、楽しく、新しいま

ちをどんどん創造していこうjというやる気

満々、好奇心、冒険心いっぱいの異年齢集部

で'9。

そして、この部隊に入会(コミットメン

ト・貫録思表示)すると、ヱココインが� 5備も

らえます。その他、あそび隊手1峰、景録カー

ド、毎月の企画がのっている「月刊てんさ予

報jが波され、企副に参加するたびにコイン

が1偲もらえるようなしくみになっていま

す。また、体験して感じたこと、患ったこと

後報告告用紙に書いて出してくれた子どもに、

雑念書� 1枚につきコイン� 1偲あげていまサ。

このエココインは� 12種類。メ

ダカ、ナマズ、ホタ)11，ブラックパスなど、

生命のシンボルである琵寵滋の水に隠してつ

ながりを持っさまざまな小動物が� 12種類の

キャラクターになっており、子どもたちは知

らず知らずのうちに各々ャラクタ…iこ読しみ

を覚え、まさにワクワクドキドキしながら集

めてくれてい家す。

また、関じキャラクターのコインが重なる

と、年齢を越えた交換やりとり合戦の始まり。

その勇ましい婆に予どもたちの「きたきるカ」

をまのあたりにしています。� 

1 2種類集めると、あらかじめ環境に関し

てカを入れている企業に対して、環境グッズ

豪提供していただいているのですが、そのク

ッス之交換でiきるようにしています。

天気村はこれをもとに、子どもたちに縦の

つながり、織のつながりを持って、友達の絡

を広げていって設しいと怒っています。

まずは、子どもをや心としたコインの流通

を目指していますが、今後はそれぞれの地域

での多織性、関係殺を含んだコミュニティ構

築の仕掛けとして活用していくことがヱココ

インの夢でサ。

自由でしく� 3まない場を援供し、時間と空間

と人簡がゆっくり深く関わりあえる漫然なな

りゆきを楽しんでいこうた患っています。

ここで、� f月刊でんき予報j

あしたは晴れか?議てまた穏か?曇りもあれ

ばかみなりさんも落ちてくる…いろんなaが

あってもいいよね…いろんな毎日を楽しんじ

ゃえ� I I・で始まる毎月のテ…マと活動内容H

を少し紹介しま寸。� 

5月 テーマは街{まち)

まちは宝の山なんだ。もしかしたらすごい

伝説が残っていて、えたいのしれないものが

持社に奉織されているかも…まちの空気安自

分たちの飢で感じながら、少しづっ� fまちの

家jに気づいていこう。今まで気づかなかっ

たまちの側簡を発見するのは楽しいよ。そし

て、みんなから声かけをしていこう。まちゃ

人と自分との新しい関係、そんなひとつひと

つの関係がいっぱい集まって、みんなの� fふ
るさとjになっていくんだ。� 

s月 テーマ誌バリアフリ…

バリアって艶いたことある?ウルトラマン

の怪獣がバリアをはった� 7…ぞれそれバリア

って、蟹(かベ}みたいなものだね。怪獣は

バリアで絡手の攻撃をはねかえすからいいん

だけど、人間にとってバリアはどうかな?家

の中に緩やじやまなるのがおいであると歩け

ない。道に怠転車がおいてあったり、段差が

あるとお年よりや糠容をもっている人が困る

よね。

フリーっていうのはそういうのをなくすこ

と。探検するときっとバリアだらけでため怠

が出てくるかもしれない。でも、この探検で

そのバリアに気づくこと…どうしてそれがバ

リアなのか考えてみること。「バリアフリーJ
な社会にしていくために、がんばれあそび

隊け�  

1 0月 テーマ誌アート

アート…芸術なんてむずかしそう?! 盟

主と芸術とアートとどうちがうの?アートは

一人一人の心にあるんだよ z・・みんなの心の中

で何か感じたら感じたままをいろんな形に表

せばそれで‘いいんだ物後作るときのドキ

ドキワクワクはらはら…ぞれが創造カにつな

がっていく。複分で意味t-作ること、感じる

こと、創造すること…ぞれがアートなんだ!

少し紹介しました。次践はみんなが体験し

たくわしい様子後報告します。

乞うご期待

盟特定非営利洛動法人

子せfもネットワークセンター天気村� 

525・0033滋賀県草津市東箪津1ぺ-15 

T E LlFAX 077-564・7868

.5~48滋賀県でチャレラン犬舎が開催されます。 

{あそびアスcン2001 滋翼線こどもの冨ゾ四ン{安幾，)11) 食費量� :j繍隠� 21波書E記念凝集也会)

天気対めボランテイアの方とこのチャレラン大会を…絡につくってい意ます。

天気村の皆さんはこれを費量会に滋賀蝶内でチャレラン遊び活動をー絡に続けて下さる仲間守す。?あそび(J)嘗っかけづくりjを

するというと� ζろもチャレランの投書障と共渇する漆翁仲間です。� 

5~4 磁のチャレラン大会守縁、 fみみずくねくねH襲警震湖水害り j など琵鰻湯属滋ならでは苦手オリジナル磁 Eまも含め豹 1 告君臨

震を予定しています。どなたでも参加できますe 是手妻、ご司監族でチャレラン遊u:の記録に銚殺しま牧んか?また連盟Eザイドのボラ

ンティアス事ッフの方も歓迎敷します。(ピピ世編集室 家湾ゆたか}

制� 3-
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特定非営利活動法人� (NPO)子どもネットワークセンター実費村その3

子どもたちのIンパワメントを応援する

天気村のj活動は続苦ます
代表理事山間賞子

あそが鯨の活重きの護子をお伝え

します。

平成� 12年� 4F.1にあそび縁(J)発定式

をかねて、� f穴を踊るjというテーマ

でたけのこ描りを企画しました。パス

で20分ぐらいの山間に行きました。

住んでいる所からさほど遠くもない地

域なのに、意外にも子ども遣の感想は

「すごい閏舎!Uというイメージであっ

たのにはすこし驚きました。

普段、子ども達あるいは大人もそう

かも知れませんが、わたし遣の罵腐の

強どの景襲、曇邑など自に竣るものは、

箪線量ちな環壊で講或されています。務

も建物も学技も霊祭としていて、きを離

が関われ、ややもすると無機饗絞懇で

子どもたちの環壌が覆われています。

そのような環境に育った子ども識

が、少しの山間を見て「罰金jと欝う

感想は、正直なところかもしれません。

子ども遣が言う「聞舎Jには聞んぼ

あり、山あり、家がボツリポツりとあ

り、普段巨にする景観と金く灘うと

っていい1:ど、自に穣やかな印象を与

えるようです。� 

UJ'こ入ると早速、捧を拾い、梼を撮

り醤して遊ぶ遊ぶ!!捧� 1本でこんなに

も選んだことが奪い怒ど。時輔がたく

さん淀れているのにも築づかないほ

ど。

子ども本来の装を患い識したかのよ

うに、遊びの藤点;こ立ち臆り党築にな

った子ども遣を見て、周聞の脅も先気

になるから不思識です。

さて、そのあそび隊の活動が開

蛤され、子ども瀧はあそび隊の情報機

関紙「てんき予報JiJiて、様々~活

島、体験に参加します。その中でもポ

イント的にあそび離の活動が充実して

いた事構を紹介します。� 

1 0 1!Jのあそ経緯のテーマ誌ア

ート。テーマの場i季、� f草津子容畏(J)毘j

といって、市民のためのお祭りを警年

会議踏のJCが開催したものでした。

自犠、あそび離で誌いろんな遊びを

体議しています。今留は、車分達あそ

び襲撃で遊びのフリーマーケット・遊び

の盤奮材を金麗{考える}して霊堂

(実行)ずるブロダラムを実麗しまし

た。遊びの体験的場の設営・設定をし

ました。

用意してあるのは、段ボール、木片、

ボンド、クレヨン、ペンキ、ガムテー

プなどその他廃材が山積み。

集合してその朝に“今から何かゲー

ムのできるお癌を考えるのだ!!ftとい

うあそび隊欝長からの指令が出されま

した。� 

fえーと鍔つくろ?J rボ夕、チャ

ンパラしょっとJ r私、輪投げ麗さんj

などと奮ってすぐiこ取り繕かる子。� 

fう~ん・・・う~んjと難議??の

末、� fあてもん墨jや� fさすらいの鰐

あてゲームjを考えたチームも驚議。

看板づくりやお客さんが入り� Jやすい

様にお腐のレイアウトも自分離で場え

て、ちょっとした子ども恕築家に変身

していたあそび隊です。

このような子ども遣の姿を見でい

て、子ども達の内金るカ「エンパワメ

ントJを感じてしまいました。

今、様々~分野で fエンパワメン
トjということが震われています。子

どもの� fエンパワメントjというぬ誌、

可能性が存在する離をj自分でやってみ

ようとする強い意志で、それは本来ど

の子ども達にも櫨わっていミます。

幼い� o歳や� 1蔵の子どもと織してい

ると目新しいこと、自分のカが試せそ

う窓ことiこ強い関心を持ち、自分でチ

ャレンジしてみようとする強い意志が

感じられます。どん奪に失敗しても、

調疲も鍔.も繰り返してやってみて、

商分の中にあるカiこ支がついて溝思そ

うです。これこそ、入が生きる諜車、� 

fエンパワメントjということで誌な

いでしょうか。

あそび隊の子ども遣にとっても

この闘の体験の中で、どのような扶視

でどのような判断を迫られでも、自分

譲で考え、動き、そして満足していた

こ的ヅンシJψを決して忘れることは

ない守しようι
またiいつ埼E曹の原車iこ立ち選っ

たとき、この気づきの大切さを感じる

ことでしょう。

特定非営利活動法人NPO

子どもネットワークセンター来製村

代表理事山田貴子

ー特定非営利湾動法人

子どるネットワークセンター天気村� 

525・0033滋糞県草津市東議議事1ペペ6

す� E LlFAX 077・564網� 7868 

.5月4日滋賀県でチャレラン大会が開催されました。
{あそびアスロン2001 滋賀県こどもの閤ゾーン{安.JII} 主催:湯翻� 21世紀記念募集協会)

チャレランのスタッツとして学生さんなど304誌を越える天気村のボランティアの方にご協カいただ考5ました。あり

がとうござい3ました。この場t-織りてお礼申しょげます。

今留のチャレラン大会は.n:Jii晴れのもと1200名の容加者があり、大盛況でした。「みみずくねくねJr琵琶海本きりj 

fまつぽつくるJシ込町トJなど天気村の章者さんのアイディアの琵琶湖チャレラン種隠も人気でした。今後のピピタで紹

介していきたいと患います。

天気村の告書さんはこれ老後会に滋賀県内でチャレラン遊び活勘をー舗に続けて下杏る仲間です。滋賀県・近揮庫県の

方で、天気村やチャレランに興需まのある1;1:獲携を組んでみて砿いかがでしょうかピピタ鍋集室 氷河匹ゆたか)

糊 糊3


