


夢魔瑠智者紛随

「幸作轡すごろく」
小学校の頃、すごろくがとても流行った時期があって、学校が終わる

と友達の誰かの家に集まってお菓子を食べながらゲームをしますと最初

は既成のすごろくをし′こいたのです杭だんだん飽きてきて、誰かが「自

分たちオリジナルのすごろくを作って遊ぼう」と言いだした。そこで5、

6人の仲間だった自分たちは1人1人すごろくのシートを作って持って

きて、「今日は○○ちゃんので遊ぼう」という感じ已全員のを順番に画

して遊びました。内容はもちろん人によって様々でした状ここに止ま

ったら隣の人に叩かれると力＼好きな人のイニシャルを言うとか他愛の

ないものでした力も・・ここに止まったら一回休みとか、。3コマ戻るとかい

うような既成の項目よりずっと面白みがあって、私たちの間で大ブーム

になりました。

「こんな項目を作ったら楽しいだろうな」と考えながら自分でシート

を作るのも楽しかったし「今日の○○ちゃんが作ったものはどんな内

容なんだろう」とワクワクしながら友達のシートで遊ぶのも楽しかった

です。学校で他の友達にその話をすると、自分もやりたいと言ってくれ

る子がたくさんいて、メンバーがどんどん増えていったことも嬉しなっ

たですこ



感動する気持ちを大切に

「わーこの花大きい！」「この虫カクカクしてる！（六角形だったりする

虫を見て）」「お父さんって力強～い！」などなど、子どもたちはいろんなこ

とで感動します。

感動といってもそんな大げさなことやはなく、子どもたちはその瞬間、瞬間

でいっぱい感動しているのです。

でもそれは子供たちにとって大げさでなく、そのときは本当に感動している

のです。′

大人はいろんな経験をしているだけに、感動というところには至らなくて

「そんなことはいっぱいあるじゃない」「なんだ、大したことない。」

「っまらない。」としらけてしまうことが多くあります。

しかし子どもはちょっとしたことで心が動きます。子どもたちが感動してい

るときに大人がしらけた態度でいたんじゃ　子どものその感動はしぼんで

しまいますし、夢が壊れていくことにもなりかねません。

子どもがちょっとしたことで感動するのは自然や人との関わり合いのなか

で心を動かし、芽が吹いて、その芽が大きく膨らみ、その気持を早く伝えた

いと思い、身近な人にその気持ちを言葉で伝えているのです。

子どもが感動し、母親に伝えてる言葉をうまく受け止めて「うわーほんと

すごいわね。なんでだろう？」などと、じょうずに答えてくれている母親も

いれば、　子どもの感動を「そんなのどうでもいいの。あたりまえでしょう」

と　かたっぱしから打ち砕いていってる母親もいるはずです。

子どもたちの感動は大切にして、なるべく一緒に共鳴してほしいものです。

あなたは　今日、子どもたちの感動を壊していませんでしたか？

山本　直幸
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小学生水曜日クラス ちよび

水曜日クラスは1年生がけっこう多い。1年生も小学校に行き始めてどんどん学校のことや新し

い友達のことなど、めまぐるしい情報が入ってきて、小学生になった憧れ大部分、ちょっと幼児

に逆戻りしたい気持ち少し　の子が多い。（その少しが結構大きく響いてくることも多い。）

しかし水曜日の小学生クラスに来たときは、1年生の人数も多く、1年生の勢力も強いので、今ま

での幼児クラスの遊びのままの感じで遊んでる。ただ小学生的な遊びや工作も少しづっ取り入れ

ていきたいので、これから徐々に教えていこうと思っているが、今はまだまだあまり頭の中に設

計図がない箱や木を貼り合わせていく工作や箱で砦を作ったり、走り回ったりしていることが多

い（勿論3・4年生の子たちも同じようなことをやっていることも多いが）

基本今の1年生は、工作が好きな子が多い。すぐ「ちよび下でエ伸しよう」と言ってくる。下で

工作しよう　とは、一回の木工室で木を使うて何か作りたいということなのだ。

先日は弓矢を作った。弓は、竹を割って、ナイフで削り、サンドペーパーで仕上げて、糸を張つ

芸姦言霊‡芸冨≡≡芸：‡；芸．：…：…≡こ崇にくっつくようにしたいし、吸盤取り付1け
みんな作るのは好きなのと、竹を奈多で割ったり、ナイフで削ったりするのか真新しいのでけっ

こう一生懸命に摩った。ところがいざ、それを使って遊ぶ脚削こなると矢を飛ばすのか難しいの

で、すく一にやめてしまうのだった。

しかし本当に飛ばせるようになると遊びがよりいっそう面白くなるので、根気よく伴ったもので

遊ぶことも今後どんどんやってLlこうと思っている。

「パン＆パスタ焼きそば夕食会」

5月の夕食会はパンを自分たちで作って、それと共にパスタか焼きそばを食べよう、という夕食

会だった。みんなに「パンと一緒に食べるのはパスタがいい？焼きそばがいい？」と質問すると

「パスタと焼きそば！それにご飯！」という答えが返ってきた。

そうか、オール炭水化物？か、ということで、全部侍ることになった。

さてパンは自分で形成して焼いたもの、“焼きそば”はえつこか作り、パスタはちよぴが作った。

みんなはまずパンと焼きそば。パスタをベロつとたし16げ、おかわり！ということで、鍋いっぱ

いの焼きそば、パスタを平らげる食欲だった。もちろんご飯もね。

そのあとは、デザートを何人か持ってきていたので、その持ってきてた　イチコやロールケーキ

ゼリーなどを持ってきて、みんなと分けて食べていた。

6月の夕食会は25日、今度は「何でも巻こう！海苔巻き夕食会」の予定だよ。



楓那攣督攣

月2クラス 曽
MOTHE拝す

L昏鼎嘗ダ

05月の2週目と言えばなんでしょ？そう、母の日だ。日頃い一一一つばいお世話になって

いるお母さんに感謝の気持ちを込めてなにか贈ろう！ということで、今回はフォトフレーム

を作ることに。材料は段ボールを使い、デ±レーションにど十ズやカラー段ボール、マスキ

ングテープ、絵の具などで世界に一つだけのフレームを作った。

最初はどんなふうに作ろうかと悩んでいたが、カラー段ボールを丸めてみたり、切ってみ

たり、テープも貼る位置を決めたり、絵の具で豪快に塗ってみたりしているうちに、どんど

んアイディアが出てきて、それぞれの個性が出始めてきた。色鮮やかな子、立体的に作って

いる子、偶然できた感じを大事にしている子などなど、思い思いの形に仕上がっていく。「こ

れ留めるから、ここ持ってて」「こんな感じにしたいけど、どうしたらいい？」などなど、

みんな集中して作っていた。ある程度形が仕上がったところで、今度はメッセージカードを

作った。これも日頃伝える機会はほとんどないから、始めは何を害いたらいいかを悩んでい

たが、書きはじめるとみんな素直な気持ちを書いていて、改めてプレイの子はみんないい子

に育ってるなあと感心した。が、その瞬間、「見らんどって！」と厳しい言葉が返ってきた。

ちょっとくらいいいやん。

最後は、背景になる色紙を選んでフォトフレームの中にメッセージカードとともに入れて

完成。お母さんたちは喜んでくれたかな？

○この日は、紙飛行機で遊ぼう！ということで色んな紙や、飛行機の折り方で

飛行機を折って飛ばして遊ぶことに。まずは、紙飛行機作りから。定番のいか飛行機やへそ

飛行機の他に、ステルスやグライダー、さらには鶴飛行機まで。やってみて驚いたのが、み

んなわりと自分で折り方を見ながら折れるということ。自分で折った飛行機を持ってとりあ

えず飛ばしに行く。飛ばなかったら「飛ばん。なんとかして」と持ってきて、また飛ばしに

行く。今回は屋上から飛ばしたり、1階から2階の部屋を狙ったり、色んな場所から飛ばし

てみた。なかなか狙った場所には飛ばないので、そのたびに新しい飛行機を作ったり、調整

し直したりと楽しんでいた。2階の部屋では、ウレタンのブロックやフラフープを使ってト

ンネルを作り、その中を通せるかチャレンジしたり、滞空時間や距離を競って遊んでいた。

みんなが作った飛行機は、どんな感じでと飛んだかな？
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スポーツケラブ

5月。新緑も映えて外に出かけるのが気持ちのいい季節になった。が、例年よりも暑い気

が（汗）そして、夏が近づくともう一つ、大きな問題。蚊の発生だ。我がプレイのスポーツ

クラブのホームグラウンドは蚊の宝庫でもあり、いつまでできることやら。子どもたちも気

にしながら活動し始めている。

○上で書いたように、いっもの赤坂公園は蚊が出始めていて、刺されやすい子もいるので、

この日は赤坂を離れ、舞鶴公園で野球をすることにした。この日は、途中で今年から中学生

になったお兄ちゃんと合流する手はずになっていて、みんなも久しぶりに会うね－と楽しみ

にしながら目的地を目指した。合流場所は、以前よく野球をしていた鴻鷹館跡地前。ここも

野球が禁止になり、遊びに行かなくなった場所だ。こちらが先に到着し、しばし待っ。する

と遠くから、髪を短くしたジャージ姿がこちらへ歩いてくる。「ひさしぶり－！」と無事に

倉私中学で、野球部に入って坊主頭になっていて、みんなから冷やかされるが、野球部の

ジャージ姿にみんな憧れを持った目で見ていた。話も「どんな練習するの？」「先生、厳し

い？」など部活の内容に興味津々。それに対する「～な練習するよ」「～時間練習してる」

など、返事している姿が、少し大人に近づいた感じがして見ててほほえましかった。さて、

そうこうしている問に目的地に到着‥・ん？なんか人の出入りや看板があるぞ。なんと、

健康フェスタの準備中で、遊ぼうと思っていた広場が使えないではないか！？悩んだ末に、

赤坂公園に戻ることに決定。急ぎ足で移動。で、いつもなら到着後練習をするのだが、それ

もすっ飛ばしていきなり試合をすることにした。ここで、さすが中学生。移動中にチーム決

めをしてくれて、暑いたらすぐ始められる状態になっていた。

試合は、打つ方も守る方もみんな集中してできていたが、中学生のお兄ちゃんが入ったチ

ームが大量リードする流れになっていた。そんな中、その子が大人との勝負は上投げ本気勝

負を挑んて来ていて、4打席勝負の機会があった。さて結果は‥・4打席連続ホームラン。

まったく手を抜かず大人の威厳を保つことに成功！ふっふっふっ。勝とうとかまだまだ甘い

です。そんなこともあり、点差はじわじわ詰まっていき終盤はどっちに転ぶかわからない内

容になった。最終的には逆転はできずに試合終了。楽しい時間となった。さて、忘れてはな

らない、もう一つの問題。そう、蚊だ。やはり、かなり飛んでいて刺される子は結構刺され

る事態となった。今後は、虫よけと虫刺されの薬が欠かせないと全員一致で認識して「次は

服装考えて、虫よけもしてから遊ぼう！」と誓いましたとさ。



自転車クラブ ちよび

今宿野外活動センターでクラブ合宿

自転車クラブは5月10日－11日にかけて今宿野外活動センターで合宿をした。

今回のメンバーでは姶めての合宿だった。距離的にはそんなに遠くはなかったのだが、このメン

バーにとってみたら片道20数血1あるので、ちょっとした冒険旅でもあった。

天気は非常に良くて海沿いを走ったのだが気麺もいい潮風に吹かれながらのサイクリングだっ

た。

集合は10時半、自転車を整備して10時50分く’6いには出発することができた。

今回の自転車クラブは70％ぐらいが新しいメンバーなので、運転技術や体力がちょっと心配だっ

た。休憩した隙に「誰と誰が列ガらはみ出して走ってるからもう少し内側を走ろうね。」と注意

を促し年から進んでいった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

それでも思っていたより早めのペースで進むことができて、お昼ご飯は予定よりも目的地に近い

海辺で取ることができた。

お昼を食べて海岸沿いでけっこう遊んでから宿泊所の野外活動センターへ向けて出発。　一

今宿に入り、最後の上り坂が今回の工程のなかで一番きつい坂道となった。降りて自転車を押し

て歩くところもあったか、どうにか坂道を登り切り、やり切った感の子供たちで、予定よりもよ

りも1時間近く早く到着したのだった。1　　　　　　　　．

常設テントに荷物を入れ、広場や裏山に入ったりして楽しい時間を過ごした。

夕飯今夜はバーベキュー。炭に火をつけるのに、まず焚き木を集めるため山に入ったりした。焚

き木集め、というより、裏山に遊びに行くついでにもよっと木を集めてくるという楽しい作業。

夕食は各自持ってきた、焼いて美味しいものや、プレイスクールで買った肉、魚、野菜などを焼

いて食べるおかずだった。その日は、新鮮なトビウオがあったので、刺身としてさばいて出して

あげたら、みんな「やった－！刺身。おいし－！」と言ってあっという間にたいらげてしまっ

た。

夕食が済みキャンプファイヤーの時間。おもいっきりキャンプファイヤーを楽しもう！

ということで、大きなファイヤーを囲んで、火の回りを走り回ったり、はしゃいだりした。その

あとみんなで「レツツレツツゴー！」のゲームで盛り上がった。

その後すぐお風呂の時間。女子は最初に入ったのでゆっくり入れたガ、男子はテントでUNOを

していて時間を忘れていた、あわててお風呂にやってきたときにはお風呂終了時間。管理人さん

に頭をさげ5分以内でシャワーを浴びることになった。ま、これも勉強か。

夜な夜なはトランプやmoなどをして夜1時ぐらいまで遊んでいた　にもかかわらず、5時台

には起きて喋り始め、6時過ぎには散歩？遊びに出かける子供達だった。（枕が違うのせ、眠り

が浅かったみたいだ）



朝食は基本的にはパンだったのでそんなに火を使う料理がなかった机火を起こすのは楽しいの

で、またまた朝から薪集めから始める子どもたち。

昼食のあとは荷物を整理してチェックアウト。チコニックララトしたら野外活動センター横の小川

でひと遊び0葉っぱを流したり、足をつけて涼んだりと気持ちいい時間を過ごした。それから野

外活動センターを出発。今宿の海岸へ行くことにした。海辺に着いた一行はさうそく濡れてもい

い服に着替え、さっそうと海辺へ、しかし海辺は潮風が吹いてて肌寒い。天気がいいといっても

まだ5月の初旬なので、水に入るには勇気がい▼る。そんなんで砂浜でくるぶしまで足を水に浸け

て遊んでいたら、おバカな男子たちが「ウー！濡れた！もう、いいや。。「サブーン！」と海に

入っていた○それにつられて「おまえもはいれ！」「えー！」と他の男子も強制的に引きずられ

ている0そのうち　もうどうでもいいや、という感じで何人か海辺にサブーン！と浸かってしま

った。（そのおパカちゃんた引ま素敵ないい光景だった）

海辺に入るのが寒くて嫌な子は、浜辺でシーグラスや鼻を拾って集めたり、海浜公園の遊具で遊

んだりして海辺の時間をゆっくり過ごしためだった。

海でけっこう遊びすぎた己ともあって、みんなに「ちょっと遊び過ぎたから、少しだけ速いペー

スで帰るから気をつけて走るよ」と、促したらみんな「うん、．いいよ。」ということだったの

で、少しペースを速めて進んだ。（ご褒美に途中でアイスをみんなで食べることに。ただ時間が

ないのでそれも少し早く食べなければいけ車かったか・）

睡眠時間が少ないこともありきつかっただろうが、みんなのハイペースの走りで、解散時間の4

時もようどにプレイスクールに到着したのだった。

ちょっとは疲れた表情だったガ＼みんな満足そうな顔で帰路についていったのだった。

夏にもうー度合宿をしようと思っている。夏は暑いので、熱中症にならないように水分、栄養を

十分取りつつ、7月後半まで少しづっっ体力をけていきたい。

血　－▼・　　　・・　　d
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∈塾手芸ウラフ
5月10日

5月11日の母の日のためのプレゼント作りをしました。みんなのお母さんが、そのプレゼン

トで、“ほっこり”した気持ちになれたらいいなあ～と、じしゃくが手のひ引こ入った小さな

動物の人形を作る事にしました。時間内に作り終われるように、四足の体と頭は準備してお

いて、綿を詰めるところから、みんなにしてもらいました。動物はうさぎや、ねこなどにき

めてから、顔の表情の目玉や鼻など、針で縫うのが、一番むずかしかった所だと思います。

耳としっばなどをつけたらできあがり。メッセージカードを善いたらラッピングしてよかっ

たのですが、時間ぎりぎりまでほかにもお母さんが好きなものを作ってがんばっているのは、

微笑ましかったです。動物の人形はじしゃくがくっつく所だったら、どこでもいいのでどこ

芸箭誓ってもかわい～い闇います！　　空運
先週がプレゼント作りだったので、この日はそれぞれしたい手芸を自由にしました。そして

後半は、手作りクッキーをみんなで作りました。

思い思いの手芸は、手芸の本の中から好きなマスコットを選んだりしてきめたりしています。

そのほかにも、好きな布を選んで、シュシュにしたり、ペットボトルの針山を作ったり、さ

まざまです。そんなときは、プレイには手芸の本がたくさんあり、「なんにしようかな？」と

見たり、プレイの布がたくさん入った箱というのがあり、そこから自分好みのものを探した

り、それも手芸クラブならではの楽しいひととき？そこから、自分の力でいいものにできた

ら、またうれしいのですよね～。そして、ひとつ作り終われば、ブレイクタイム！友達同士

であそびがはじまり、学校も学年もちがいますが、だれかが和のまとめ役になってくれてい

るようです。

5月24日

アクリルたわし＆小物入れを作ることにしました。これは、今日仕上げるのではなく何回か

継続してやっていくものにしようと思っているので、この日は、簡単な作り方の説明とアク

リル毛糸の配色を考えたりしてあとは、屋上であそんだり、わたしのお手伝い（織物の道具

作り）、好きな手芸をしたりしました。

そして、後半はおやつ作りをみんなでしました。この日は甘夏みかんのしぼり汁をかんてん

で固めたのですが、お砂糖を加えても、さすがにすっぱさのなかにしぶみもあり、ひさびさ、

「まず～い」おやつのできあがりで「わっははは」と笑うところのはずだったのですが、子

供たちが、残っていた汁に、もうすこしお砂糖を入れてみたいと言うので、「いいよ！」とお

砂糖を加えて味見して、もうすこし入れようとどんどん砂糖を入れる量がふえてきて、わた

しは内心（あちや～）とおもっていたのですが、なんとそっちのほうが、甘くておいしいゼ

リーになり、無事、他のクラブにおっそわけすることができました。「こっちのゼリーはにが

いよ！こっちのゼリーは甘いよ！」とただし付きですが．‥。　　　　　　　　　たみ



心の叫び

「せんせい～つ、100点とらせうああああ～つ！」

「おおっ、これはすごい日03デシベル」

今日はプレイスクールのゐまつり「ガキんちょ横町」か開かれていて、そのイベントのひとつ
として大声コンテストをしているの君。ちゃんと騒音測定器をレン列しするという本格的なもの

だ0た創叫ぶだけだと面白くないので＼合回は○○さんへのお願いを大きな声で叫ぶというスタ

イルにしてみたとこう、なかなか面白いお願いが続出したのだった。小学生の子どもたちは「百

点とらせて」「宿題出すな」など自分の努力はさておいて、先生へのお願いというか嘆願という

か、言いがかりのようなものがやたらと多かったような気かするが、それだけ子どもにとっては

テストや宿題というものか切実な問題として生活に影響しているいうことなのかも知れない。

そのほかには「神様＼早く大きくしてえええっ～つ！」「かけっこを速くして！」などのほか

「神様、食物アレルギーなあしてくれ～つ！」というとても切実な願いもあったりしたのだった。

そして今回の子どもの部の優勝は「あ父さんこもっと遊んでえええっ！」なのだった。あ父さん、

今のうちにちゃんと遊んであかないと子どもの成長は案外早いから、こんなサラリーマン川柳

（第一生命主催）のようになっちやいますよ。

子が紹いたパパの鹿廃線家裁遺産（サラリーマン呵神）

子どもの部に引き続きあ父さんの郡をしてみた。なかなか出てくれないお父様方をリーダーた

ちがおやじ狩りのように拉致して無理やリステージに登らせるという力技の末、数名のお父様方
か魂の叫びを爆発させてくれたのだった。子どもたちの叫びに応えるかのように「子どもたち、

宿題ちゃんとしろ～つ！」というものや、日々の生活でさぞご苦労されているのでしょう「ちゃ

んとごほん食べろ～つ！」というものもあった○もちろん家庭を一歩出ると会社という戦場で戦っ

てあられるお父様方＼「社長～つ＼早く帰らせろ～つ！」と毎日夜遅くまでのご苦労がしのばれ

るものや＼「部下たちよ＼文句ぽっかりいうなあ～つ！」と管理職としてつらい日々を過ごさね

ばならない叫びがあったりしました。これにはこんな川柳でゐ応えましょう。

オレの卑下阜択みたいを奴ばかり（サラリーマン呵神）

そしてついに出ました！一番身近にあられるガゆえに、そのひと言か一番言いにくいあの方
へのゐ父さんの心の叫び。「あ母さん、もっと優しくしてえええっ！」うっ、かわいそ過ぎる…。

そうかと思うと公衆の面前でこんな言葉をさらっと言ってのけてしまうカツコよすぎるパパも、

「あ母さん、今でも愛してるよ～つ！」きゃ～つ＼聞いている方か赤面しそう…しかし公衆の面

前でなくても言えそうもないボクには、ひょっとしてこの言葉の裏には今晩のおかずをもう一品

増やしてほしいという思惑があるのではないかと勘繰ってしまったのだった。
この‾言で大人の部の大声コンテストが優勝したらさぞや美しい終わり方だったのだろうけど、

優勝をかっさらっていったのはこんなひと言でありました。「ちゃんと掃除しうああおおっ！」

その場にあ母さんがいないからこそ言えるひと言＼絶対に面と向かってはいえないこのあ言葉、

「よく言ってくれた＼その通り」と司会をしていたボクは思わず握手を求めそうになってしまっ

たのだった。でも＼この言葉に膝を打つお父様万＼世の中のご同輩はみんな苦労しているようで

あります。

藷やるの政事嵐擢俣でしょう（サラリーマン呵押）

こうしてめでたく大声コンテストは終了、ステージを降りたボクにあるお母さんが「母の部は

ないの？」とおっしゃられたのでありますか、これ以上続けると家族へのクレーム合戦になって

し乱1、大声のボルテージは上かっても家庭の平和があやぶまれ、ましてやこのご時勢、父側母

側子ども側か結束して集団的自衛権などうんぬんした臼にやあぶなくて仕方ありません。という
わけで、あとは外交的努力と人間白勺な交流で事態の解決をはかられんことを心から願うばかりで

あります。

（京都・雑創の森プしイスク仙ル　福山記）
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