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よる　ねてから　してはいけないこと

◎笑っちやいます！！
。こうえんにあそぴにいくこと

●ようわかってるやん！！

・おかしをたペる

。おおごえをだす

。こっそりかくれて　ゲームをする

。あそぶ

。ふとんのなかで　マニキュアをしない

。ゆめをみるな（？？）

．ごろごろころがって　となりのひとを　つぶすこと・

・おかあさんにぶつかったり　けったりすること

・うごいたらあかん

。よだれをたれる

・おしっこをする

・おねしょ．

・いつまでも　おきている

・ねないでいる

・「きかざんのとき　してlさtlけ辱りことJ
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市　内　から車　で30分、気　軽　に行　ける油　山　キ

ャンプ場′ですが、駐車場　からキャンプ場苦で

は、荷　拝　をもっての山　歩　きがすこしたいへん

でしたね。

平　日　にもかかわらず、お父　さんの参　加　もあり

炭　を入　れる前　の火　おこしをお任　せしました。

森　で集　めた焚　き木　で火　おこしです。子　どもた

ちも興　味　津　津　で目　を輝　かしてお手　伝　いして

くれました。

炭　の火　が良　いころ合　いで、持　参　した焼　いて

食　べる物　を各　家　族　で焼　き、えっこ特　製　カレ
ーをお母　さんたちにも手　伝　ってもらって現　地

で作　り、おいしいワイルドな食　事　になりまし－

た。

食事　が済むと、さっそく虫　とりをしに森を探

検　したり、小　川　でカニ探　しや、足　をつけても

流　れがゆるやかなので、子　どもたちはサンダ

ルを流　しては「ながれてったよ～」と言　って何

度　も遊　んでいました

小　川　は、ちょうど木　陰　だったので自　然　の遊

び場　としてもってこいでした

あっという間　に時　間　は過　ぎて、帰　る時　間　に

なり、「行きは良　い良　い、帰　りは怖　い」という

フレーズどうり、帰　りの登　り坂　はきつかったけ

れど、楽　しい夏　の思　い出　がまた1つできまし

つりが9の

与でもたちの侶母dt弓
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ほたるキャンプ
参加者が9名だったので、ちょび運転の10人乗りワゴン車で出発！！！

天気にも恵まれて、うきうき気分で朝倉郡東峰町に着きました。

まずは、・ほたるの里親水公園で、おいしい昼食タイム。しかし、プールを目の前に

したら気持ちがあせって　食べる速度も速まります。早速着替えて、河川プールに

どぼ－ん！「うわっ、つめたい！」って、ぎゃあぎゃあと大騒ぎしましたが、すぐ

に水に慣れて　スライダーで遊んだり、浮き輪で泳いだりしました。初日が日曜日

でプールが込み合っていたので、横の川で魚とりをすることにしました。水が澄ん

でいるので　魚は見えるのですが、なかなか捕まりません。プレイスクールのメン

バーでわいわいやっていると、他の子供たちも集まってきて　魚とりを始めたので、

水は濁るし捕まらないし…・とほほほほと。魚をあきらめた子は、浅瀬でさわかに

やおたまじゃくしを探していました。あっという間に、タイムアップ！ばたばたと

着替えて、キャンプ場に移動しました。

岩屋キャンプ場に着くと　2班に分かれて夕食作り。子ども達は「何作ると？」「ぼ

くが、切るね。（包丁で）」と、調理プランをたてていましたが、班リーダーの健ち

ゃんと佐和ちゃんから「さあ　軍手をはめて！まき　拾いにいくよ。」と誘われて、

コテージの裏山にでかけました。キャンプ経験者は、さっさと使えそうなまきを拾

いますが、「まきって　何？？？」の子は、割り箸ほどの小枝とか、生木や石を「こ

れ、まき？？？」って、尋ねてきます。健ちゃんと佐和ちゃんは、「初めてのとき、

私も分からなかった。」と言いながら、ひとつひとつ丁寧にアドバイスをしていまし

た。何とかまきも集まり、火俄し開始です。細い小枝を組んで　少しずつまきを太

くして　準備万端。ちょびが「マッチで、頑張れ。」と言って各班にマッチの小箱が

渡されました。マッチを始めて目にした子もいましたが、とりあえず、チャレンジ！

マッチ棒を当て擦りに擦る力加減が難しくって、何本もマッチ棒を折っていた子も

いました。やっと火がついた時は、1時間半以上たっていて、おなかの虫もグーと。

この日のメニューは　やきそば、カレーライス、きな粉団子、焼いも、焼きとうも

ろこしでした。まずは、ごはんを炊きますが、やっと点いた火を維持するのがたい
へんで、まきをどんどん入れると強火になりすぎたり、乱暴にまきを投げ入れると

燃えているまきがつぶれて空気のとおり道がなくなり消えてしまいます。火に集中

し過ぎると、こげた臭いが‥・ごはんをおいしく炊くのは、奥が深いのです。な

ので、子ども達と火の番をしながら、「そっと、まきを入れてね。」とか「消えそう、



うちわ　うちわ」と言いながら、班リーダーはおいしいごはんが炊けるよう指導し

ました。そして　今度は、おかず作りです。「お母さんって、大変だね。」といいな

がら、かまどの火が消えないようにと…・しかし、すでに飽きている子や、おなか

ペコペコでやる気がうせた子は、、火のそばから離れていきました。なので　早く食

卓を作り食べることにしました。それぞれの持ってきた食器を並べて、「どれ使う

の？」と楽しい選択をしていたら、急に、蚊がぶーんと！「もう、あっちにいけ！」

と追い払いながら食べようとすると、また蚊が、こっちも蚊が、と。ちょびが香取

線香などで対策を施していましたが、ゆっくり食事をする感じじゃなくなり、バタ

バタと夕食が済みました。しかし　食器を片付ける頃には、さっきの蚊は消えてい

たので、「いったい、どこに行ったの？？？」「人間と蚊の夕食時間が一緒だったん

だね。」と言うことになったようです。

日もとっぷり暮れて（8時頃）キャンプファイヤー場に移動。昼間なら5～6分の距

離だすが、真っ暗で懐中電灯の明かりを頼りに歩くので、15分位かかりました。（ち

ょっとした肝試し？）ちょびがキャンプファイヤーに火を点けて、「しばらく、大き

い火を眺めよう」といたのですが、キャンプファイヤーに興奮気味の子は、火の回

りを走り始めました。ゆっくり火を楽しむのを諦めたちょびは、ギターでキャンプ

の定番ソングを奏でました。すると今まで　わあーいと騒いでいた子たちが、照れ

て恥ずかしくなったのか　歌もダンスも、小さくなってしまいました。それがまた

かわいかったです。丁度そのころ　星がきれいに見え始めて、「北斗七星だよ！」と

「あれか！」と懐中電灯で指しているのは、南の空の方、あれれれれ？？？「あっ、

飛行機、すごい！」「ほんとだ、すごい！」と、星座より、飛行機の方がうれしそう

でした。ファイヤー場から戻る途中は　下り坂だったので　足元を照らしながら

（少し怖いこともあり）歩いていたら、山の切れ間から、丸い大きなお月様が、ど

ーんと顔を見せくれました。一瞬息を呑み、「きれいだね。」「オレンジの月って始め

て見たよ。」と、感動しました。少し眠かった子も、コテージに着くと、元気になり、

肝試しをしたい！と。なので、またまた、懐中電灯でキャンプ場内を散歩する肝試

しをしました。僅かな距離ですが　子ども2人で歩くのは　どきどきするので、ど

んどん早歩きになり結局走りだしてしまいます。ゴールには、ちょびが、勇気の石

を持って待っていてくれたので、うれしくって、にっこりしました。中には「ぜん

ぜん、怖くなかったし・‥」と、言う子もいましたが‥・。また、肝試しに参加して



なかった子にやさしい気遣いで「ぼくが代わりに勇気の石を取りに行こうか？」の

言葉には、胸が熱くなりなした。ちょびが、「朝　肝試しをするから大丈夫！」と言

ったので、その子等は　安心したようでした。そして、長い夜が更けていきました。

朝は、涼しかったこともあり　ゆっくり起きて寝袋の片付け。まだ　まどろんでい

た子もイ（ねぶくろ）できないよ日！」の騒ぎですっかり目覚めました。「あっ、

肝試し！」と思い出した子が、夜　参加なかった子に説明しました。そして、モー
ニング肝試し開始。何故か　ほとんどの子がそれについていきました。その後は「お

なかすいた日！」コール。しかし、朝食は自分たちで作らなければ、ならないの

で、またまた　まき拾いからスタート。ちょっとした　おやつでエンジンをかけて、

ごはんと味噌汁を作って、いただきま－す！昨日よりは　ずいぶん要領よくなって

いましたよ。片付けが済んだら、名水100撰の“岩屋湧水”を汲んで、親水公園

で水遊び。昨日より込み合ってなく　思い切り遊べました。川でも水球みたいなゲ
ームや、飛び込みもしました。公園で昼食を済ませて、木工所へ。材木と凄そうな

機械がたくさんある仕事場なので、子ども達も緊張気味で説明を聞いています。で

も材料を目の前にしたら、（イスと箱）すぐに作り始めてしまいました。木工を教え

てくれる先生は、「ちょっと待って！」と、ちゃんと教えてくれるのですが、子ども

達が「大丈夫、大丈夫！」と勝手に進めるので、子ども達の自主性に任せることに

なりました。しかし、強度的に弱そうなのは手直しをしてくれました。この手直し

に時間がかかり、やっぱり、勝手に作らなければよかったかも、と反省しました。

イスも箱も結構難しかったのですが、頑張った分いい作品ができました。出来上が

った作品を手にして、一路福岡へ。少々遅れて帰ってきましたが、みんな満足そう

な笑顔でした。あっという間の2日間でしたが、たくさんの体験ができたと思いま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えっこ



球磨川椚ヌーキャン7

8月6日
「そっちにいっぱい乗ったらひっくり返る！もっとこっちに乗って。」「そっち

を漕いで！」と子ともたらは夢中でイカタを漕いで遊んでいる。
実は球磨帖カヌーのスタート地点に置いてあった竹イカダでの様子なのだが、地
域の人がプレイスクールの子たちが来るので、地域のイベントで使った竹イカダ
をわざわざ川に降してセッティングしてくれたものだった。そのイカダでひとし
きり遊び、飛び込みなどをして遊んだあと、カヌーのパドリング（漕ぐ）の練習
をした。なんとかパドリングもできるようになったので、球磨川本流の方を少し
上ることにした。今日は1時間半ほど漕こうと思っていたので、一応考えていた

場所までたどり着くことはできなかったのだが、なんとか進めるようになったの
で明日にかけることにして宿泊所に帰ることにした。

宿泊所に帰るとみんなで水シャワーを浴び、夕食の準備。夕食は炭火での焼き物
だったので、まずはみんなで薪集め。炭にも火がつき、さっそく肉や魚、野菜な
どを焼くことに。みんなお腹いっぱい食べ、夜は2階の音楽室や理科室などを肝

試しの部屋みたいにして、ギャーギャー楽しんでいる子どもたらだった。

8月7日

朝から天気も良くカヌー白和になった。食事を済ませたあと水着に着替え、お風
呂の着替えも持って川遊びに出発。
昨日練習した場所に書くと昨日と同じようにまずはイカダ遊びを楽しむ子ともた
ら。
イカダ遊びのあとスタート。始めはなかなかのすべり出しだったが、30分程漕ぐ
と先頭と後ろの距離が離れてきたので、休憩がてらに岩から飛び込みをして体を

冷やすことにした。
男の子も女の子もみんな「飛ぶ！」と言って自分の勇気を試していた。
「無理して飛ばなくていいよ。」と言っても「いや、跳ぶ。」と女の子も勇気を

振り絞って飛んでいた。その”自分の試し”の飛び込みを終えて、再び上流に向
かって出発。



次の休憩は1時間ほど進んだ所で。そこは河原も広く、川の中をのぞいて魚を
見たりして遊んだ。体もちょっと冷えて落ち着いたところで、再び出発！
昼食の場所のちょっと手前の川が難所で、流れがちょっときつくて進みにくい

場所がある。そこをなんとか全員クリアーしてやっと名水百選の場所に到着。
カヌーを降り、通称「氷の川」と私たらが呼んでいる、めちゃくちゃ冷たい川に
浸かることにした。その「氷の川」で体を冷やし、名水百選の水を汲んで、近く
にある洞窟前の屋根付きの休憩所で昼食をとった。

昼食を食べ、ちょっと元気になった子ともたち。
後は帰りの川下りのコース。流れがあるところでは楽に進めるが、流れがあまり
ない所では漕がなくてはいけないのでちょっときついが、上りほどではない。
手に豆ができ、田苦ハ苦している子もいたが、軍手を貸してあげ、復活。
行きと比べると半分の1時間半で下流に到着することができた。
帰りには大野温泉センターに行き、打たせ湯や電気風呂などあちこちの風呂に

浸かりゆっくり汗を流して宿泊所に帰った。
今夜の夕食も薪拾いをして火を点けることに。昨日に比べると段取りがわかっ

た分、スムースな手さばきで炭に火を点けていた。
カヌーを漕ぐとおなかが空くもので、みんな出来上がった夕食をけっこう沢山、
お腹がパンパンになるまで食べていたのだった。

その夜はプレイのキャンプ祭り夕食のあと「くまがわカヌースイスイ祭り」の練
習をした。練習の時間は短くして本番を迎えることにした。
“くまがわスイスイ祭り”の始まり！出し物のテーマは「カヌーでの出来事」

それをうまく“なぞなぞ’にしたり、劇を作ったり、歌にしたりと短い時間の闇
にけっこう面白くまとめていてて、みんな大笑いで楽しく観たのだった。

最後には「おわりはじまり」や「自由な仲間」を歌ったり、「どこどこ踊り」を
したりとたのしい時間を過ごして夜は更けていった。
8月8田

今日は帰る巳。朝食を済ませたら、荷物をまとめて車に乗り込む。
芦北海浜公国で遊んで帰る予定だが、その前にカヌーで行った名水百選の「長銘
水」を汲んで行くことにした。美味しい水を汲み終えたらお弁当を買って海浜公
園へ。

海浜公園の楽しみは何といっても“ローラーリュージュ”早く乗りたくてたまら
ない子たち。昼食をササッと済ませ、早速ローラーリュージュを楽しむ子ともた
ちだった。遊びに夢中になっていると時間が過ぎるのは早いもので、帰りの時間
になった。

帰りも芦北から高速道路で福岡まで。帰りのトイレ休憩のときにお土産を必死で
買う子ともたちだった。お土産を買うと安心したのか、車のシートでは土産を握
りしめたまま爆睡している子ともたちもいた。福岡には予定よりも少し早く書



高学年キャンつ「ス′－ケりンケ＆佐賀県立宇宙科学館行己」

ちょび

種子島の高学年「トビウオキャンプ」は台風15号の影響により、種子島に行く

ことがでなかった。代わりに1泊2日で近くの海でスノーケリンクをして、次の日

に佐賀の宇宙センターに遊びにいく「スノーケリンク＆宇宙センター見学キャンプ」

をすることになった。

8月23日

台風はまだ福岡の方には台風はやってきていなくて、明後日に南からこっちに向か

って台風がやってくるらしいので、今のうらにこの近くの海でスノーケリンクをや

っておこうということで、（海の道具もせっかくみんな揃えているし）、この日は二

丈町深江にあるプレイスクール専用キャンプ場（潮騒の森）下のピーチでスノーケ

リンクをすることにした。

10時集合、地下鉄赤坂駅から地下鉄沿線JR深江駅まで列車で行き、そこから乗

用車でピストンして「潮騒の森」へ行くことに。今日はここでは泊まらないのでテ

ントは張らず、昼食を済ませたら水着に着替え海へ。海へ降りたらさっそく水中メ

ガネのベルト調整をして、スノーケルの取り付け方、くもり止めの仕方を教える。

そのあと足ヒレを付けず水面下に顔を潜らせスノーケル内の水をブーツ日と抜

く作業。しかしこれが難しい。一気に水がなかなか抜けない。抜けきってないのに

いきなり息を吸うと海水を飲み込んでしまい咳き込んでしまう。これがうまくでき

ないと海の上でパニックになったらりするので、何回も繰り返し練習をした。そし

て合格した子から足ヒレをつけて泳ぐ練習をしていったのだった。

そしてなんとか全員合格したのでみんなで足のつかないちょっと沖の方へ全員で

出ることにした。一応1グループに1個浮き輪を浮かべてて、きつくなったらそれ

につかまりつつ、また離れて泳ぐ、というようにした。

この日の波はそう高くもなかったが、砂浜での練習は砂が舞い上がって海の中が

ほとんど見えなかったので少し沖に出て、岩場の方に向かうことにした。すると魚

や貝も少しづつ増えてきたので子ともたちのテンションも少し上がり気味。「じゃ

あ今晩のおかずの貝とかを捕って来ていいぞ」と言うと、男の子たちは「よっしや！」

という感じで潜り始めた。



そして3cmぐらいの通称ミナ（クボガイ）をけっこう捕る子もいて、帰りには40

個ほどのミナと2個のウニが集まったのだった。子ともたらにとっては大漁と言う

感じで意気揚々としていた。

そして帰りには近くの「さららの湯」というラドン温泉に入り、さっぱりしてプレ

イスクールに戻ってきた。

今日はプレイスクール泊りということで、3班に分かれ夕食を作った。夕食はご飯

系とパン系、麺系それに刺身があった。そして仕上げに自分たちで捕ったミナを塩

ゆでにしたものを食べ、腹いっぱいの夕食を終えた。

そして夜の寝床は友達と横並びに寝たり、テーブルの下を陣取ったりと各々好きな

場所を確保したあとトランプをしたり、楽しい話に花が咲いたりと夜な夜なまで楽

しい時間を過ごしたのだった。

8月24日

今日は佐賀県立宇宙科学館に貸切バスで行くことにした。

なんで宇宙科学館かというと、種子島でも最終日に宇宙センターに行くことにして

いたので、せめても宇宙に関わる体験をさせてあげたいと思いここを選んだのだ。

この日は小雨の天気。（予想通り、昨日スノーケリンクやっててよかった。）

宇宙科学館までは高速長崎道を通って、トイレ休憩を挟み約2時間半で書いた。

宇宙科学館に書き、いくつかのグループに分かれ館内を体験して回ることにした。

7月にリニューアルしていて新しい体験ソーンも加わったということで楽しみだ。

科学館では、フウフウ跳びはねる宇宙遊泳体験やクルクルトルネードする宇宙訓練、

宙の上のロープを自転車で渡るスペースサイクルなどアトラクション的なコーナ
ーや体験ソーンなどいろいろあって、食事、お土産の時間も含めて3時間あったか、

少し時間が足りないほどだった。

種子島のキャンプがなくなり、1泊2日の福岡近辺で体験するキャンプ？で、時

間に追われた感もあったか、棲め事すら怒らないぐらい忙しく、濃く楽しい体験だ

ったのではないだろうか。



ウ弓ワトキヤシつ　　　　え。」
8月20日～21日　　国立夜須高原自然の家で、1泊2日の物作りキャ

ンプを行った。その日は、朝から雨だったが、テント泊じゃないのでひと安

心。それでも雨はいやなので、自他認める雨女のよっこに、「よっこか喜ぶと

雨が降るけん、喜ばんで！」と、パスの中では子ともたらとのやりとりが。

そうこうしていたら自然の家に到着。外はドシャ降り、よっこかわざと笑っ

たのが原因？荷物を宿舎に置き、昼食のお弁当を食べ“クラフト”の開始。

今回は①イス作り、②夜須の森の工作、③カラクリおもちゃ、④自由工作の

中から、それぞれ選んで作ることにした。

我々が工房と呼んでいた部屋は、防音してあるのか、少々騒いでも、電動糸

鋸を使っても、他の団体には、迷惑がかからなかったので、安心した。

しかし、雨のせいで、湿度が高いがエアコンがないのでムシムシして、木工

用の紙やすりも湿気でへこヤへこヤになり、使いにくくなっていた。

雨が止むと　さわやかな風が通り抜け　高原だな～つて感じだった。

夕方5時になると夕べの集いが始まるので体育館へ。今回自然の家に宿泊研

修している人は300人位いて、それぞれの団体の紹介をしなくてはいけな

い。うらは3年男子と2年女子子に団体紹介をやってもらったが、プレイス

クールの子らしく、元気に楽しげにはきはきと団体紹介してくれていた。

璽河墜窺
その後すぐ夕食。バイキング形式で、各々のトレイに　おかずなどをのせて

いくと・‥「カレーがあるよ。」の情報机「あっ、ドリンクパーもある！」

子ともたらのテンションもクーンと上がった。一旦席のついた後　食堂内を

くるりとチェックしないと見落としがあるかも。ほとんどの子は　普段より

たくさん食べたようだ。「ここなら、毎日さてもいいな。」と言っていた子も

いたほど。　その後お風呂タイム。お風呂の後にまたまた工作をするので、

パジャマは寝る前にした方がいいと、アドバイスをしたが、やっぱりパジャ



マかいいと着ていた子も。

7時から夜の製作にかかった。1時間くらいの予定にしていたが、「あと少し」

「もうちょっと」となり、8時30分まで延長工作。

その後、雨も止んだので、散歩と題した、肝試しをした。昼間だとなんでも

ない道が、夜になると、不気味になる。2人ずつ海中電灯をたよりに　山道

を恐る恐る歩き、コールまで10分くらい。全員がコールに着いたとき、丁

度　夏の大三角形が見えたので“ラッキー！”。帰り道も肝試し第2弾にな

り、「帰りは一人出歩きたい」と言っていた子も、不安になったのか、「やっ

ぱり、二人がいいな！」だって。

帰ってきて1時間ほとして就寝時間になったが、肝試しで興奮してなかなか

寝付けない子どもたち。らよびが消灯の合図をしたら、寝たふりをしていた

子も、諦めて夢の中へと入っていった。

そして、5時、パタパタとトイレに走る音が。次は5時30分、パタパタと

トイレ三人組みが走る。それから順々に起きて6時には鬼ごっこが始まって

いたのだった。

7時から朝の集いがあり、そのあとすぐ朝食。早朝から、走り回っていた子

とも達は、おなかがぺこぺこで、食堂に向かう足も速く、さっさとトレイを

持って並んだが、好きなおかずがあまりないようで、トレイの中はおかずが

あまり乗っていない状態。でも食堂を見回せば…・「コーンフレークみ－

つけた！」「パンもミルクもある。」「もちろんドリンク／トも」と、自分が好

きなものを見つけて、またまた楽しんでいた。大人用のドリンク／トにはコ
ーヒーもありスタッフも少し喜んだ。

9時から作業も終盤に入り、一つ巨の作品の仕上げにかかっている子もいて、

作業全体が“いそぐぞ！”の雰囲気になり、釘を打つのも、力が入っていた。
一つ目が出来上がった子は二つ目の製作に入っている子もいた。



端材を使ったものや、自分で持ってきた材料で作る子もいた。

自前の布で、パックを作っていた女の子に刺激を受けて、ミシンで腰袋など

をつくった男子も何人かいた。　「エツ、もう？」と言うくらい，午前中の

時間は早く、すぐお昼になった。

この日の昼食くらいになると要領がだいぶつかめたようで、好きなものを好

きなだけついでいた。その日の昼はご飯と野菜ラーメンがあり、自分でおか

ずの量も野菜の量も調整できるので、野菜ラーメンの野菜少な目とか、麺を

半玉ラーメンにするとか「ラーメンといったら、替え玉やろ！」とおかわり

していた子もいた。

しかし、楽しい昼食だけど、製作時間が午後からはあと1時間しかないので、

早めに食べて、工房へ向かう子ともたら。

それからは凄い集中力で、仕上げていき、工作は2時に終了。みんなで片付

けて、それぞれの作品を並べて、ひとりずつ工夫した所、難しかった所を発

表してもらうことに。
・イス作りは行程や形は同じものだけど、釘の打ち方ひとつにしてもみんな

違うし、男の子のペイント仕上げの大胆さや女の子の絵や模様の繊細さ、

美しさはすごくよかった。
・夜須の森の自然の物で作った子たちは雨の隙間をぬって木の実や枝などを

拾ってきて、とっても素敵な物ができていて、関心した。
・カラクリおもちゃを作った子たちは設計図を書いたあとカラクリの細工が

難しくなかなかうまく動かず悩んでいる時間も長かったけど、なんとか動

くようになって、ほんとうによかったね。
・自由工作をする予定で材料も揃えてさだ子たちは一応　頭の中で設計図も

できていたので、どの作品も素晴らしいものができていました。

プレイスクールでも、工作は良くするのだが、クラフトキャンプでの子と

も達の集中はさらに凄い。

限られた中での、工夫とひらめきはすぼらしいと再び思った。

それぞれの作品作りに関われたスタッフは本当に幸せでした。ありがとう！



球磨川親子椚ヌーキャンて　　　　　　らょび

球磨川で親子キャンプをするのは6年JSでりになる。親子参加で現地集合となる

と、球磨川まで遠いので、お父さんの運転の負担を考えるとちょっと・・ん？‥と、二の足を踏

んでいたのだが、遠いけど魅力ある川で、頬もキャンプをしたいという万もいらっしゃるし、アク

ティブな川遊びもできる。ということを考えて、今回球磨川をやることにしたのだった。

8月6日～8日　まで同じ場所で子ともたらのキャンプをしてそのあと、現地に残るスタッフと子

とも引率に分かれ、8日の午前中に子ともたらが帰り、お昼過ぎに家族を出迎えて親子キャンプに

突入という形で行った。

昼過ぎ13時～14時に集合の予定をしていた。12時ぐらいから現地に集まり始めた。ところが

宿泊所である「告生涯学習センター」（旧　告小学校）が園道横の川を挟んで反対側の部落にある

ため、非常に分かりつら＜、カーナビがついていてもなかなかここを見つけられず、ウロウロして

やっとたどり着いたという方が何人もいらっしゃったのだった。

全員が揃い水着等に着替えて早速　川へ向かうことに。

川へついたら体を冷やすため、ちょっとした飛び込みをしたり、イカダに乗って遊んだあと、パド

リングの練習。

まずはお父さん、お母さんに漕ぎ万の基本を教え、それができたら早めに川に出てもらい練習がて

らにそのへんを漂ってもらうことにした。そあと子ともたちのパドリングの練習、それが済んでカ

ヌーに乗り込み、子ともたちも溜まりの川でちょっと練習をすることにした。ちょっとした練習を

終えた後は体で覚えないと自分で進めないので、スパルタだが、早めに本流の広い方へ出かけるこ

とにした。

本流は広々して気持ち良かったが、広いだけに進んだ距離感がわかりにくく、なかなか進んだ感は

なく四苦ハ害して漕いでいた。その横をお父さんたらは、「もっと右を漕いで！」とか「「自分で漕

がんと進まんぜ！もう少しがんばれ！」などアドバイスの徹を飛ばしていた。だれにも頼らず自分

の力を信じて行動することって大切なんだな。とお父さんやお母さんの子どもに投げかける言葉を

聞いて、改めて思ったのだった。

この日は2時間ほど上流に上った所の広い河原にカヌーを置くことにした。

明日またそこからスタートすることになる。

■革1．㌧∴．．こ．＿

パドリングを終え、それから全員温泉へ向かった。そして温泉で汗を流した一行は宿泊所に戻り夕

食の準備。お父さんたちのテキパキした火付けや準備に気持ちいい空気を感じながら夕飯の支度を

したのだった。

夕飯も出来上がり、みんなで「カン／トイ！」の楽しい宴が始まった。カヌーでお腹を空かせた子

ともたちはいっぱい肉や魚などを頬張り、お父さん、お母さんの笑い声も気持ちよく空に抜け、私

もお父さんたらに勧められた麦酒を片手に親子の笑顔をほほえましく見つめるのだった。そしてそ

の夜は花火を持ってきた人が他の子にも分けてあげ、ひととき花火も楽しみ、そのあと大人たちは



美味しいつまみと朝明で宴会、子ともたらは虫網を持って虫捕りに専念して「あlカブト捕まえ

た！」とか、「クウカタ見つけたl」と、大人も子どもも楽しいひとときを過ごした。

夜も更け、虫捕り、宴会を終えた家族は、時々曇り空の合間をぬって瞬く星を見つけ「あっ！星が

見えた！」など星の観察なども楽しんでいたのだった。

8月9日

今田は午後昼食を食べたら解散ということで、あんまり時間がない。

今日のカヌーのスタートは、昨日夕方前に上陸した場所から。

朝食を済ませ早速スタート地点へ。ライフジャケット、飲み物等の身支度を済ませカヌーに乗り

込む一行。上流へ向かって出発！

ところが出発地点はちょっと流れがあり、休憩していたら後ろに流されてしまうので、けっこう強

めに漕がなければいけなかった。2白目ではあるがまだパドリングに馴れていない子もいて、下流

の方へ‥「おい、ここは漕がないと流されるぞ！がんばれ！」と励ます。やっとの思いで緩やか

な流れの所までたどり着いた。

「ここから今日の最上流はもう少しがんばれば着く。」と思ったが、子ともたらの艇はなかなか進

まず、やっとの思いで最上流までたどり着いたのだった。

そこでは冷たいJ＝こ浸かり、体を冷まして落ち壱いたら、美味しい岩清水を飲んで水筒に入れて

帰ることにした。

帰りは上りに比べると相当楽だったが、そんなに必死に漕がなくていい分、矧こ対して甘えも出て

きたようで、クスクスして漕ぐのを渋っている子もいた。親の敬もあり、時間をかけてなんとかコ
ールしたときには、すがすがしい笑顔になっていたのでひと安心した。

コールに筈き、お父さんたらにはカヌーを艇庫に運んでもらったり、川遊びの子ともたらの面倒を

見てもらったりとスタッフさながらのお手伝いをしていただいた。

宿舎に帰り昼食を食べて解散となったが、そこからは家族単位で温泉に入って帰る万や、恐竜博物

館に寄って帰る方、人吉の近くでもう1治して帰る方と、浸かれた体に鞭打ってまだまだ楽しい？

ことは尽きない親子キャンプだった。

お父さん、お母さん、このたびのキャンプ如何だったでしょうか？いろいろお手伝い頂きありが

とうございました。これに懲りず、また楽しい（けど、疲れる？）親子キャンプにご参加ください。



／覇頭覿窮＼

人間の証明

今年も熱い夏か終わううとしている0本当に今年の夏は暑かった。毎年、子どもたちとキャン

プをしている標高500mの高原でも、今年一乱ほまでにないほど暑かった。でも本当に熟かった

のは子どもたち自身なのだった。いつもの見知ったリーダーたちと一緒だとはいえ、家元を離れ

ることに不安を感じない子どもはいないだううし、初めてキャンプに参加する子どもにとっては

「清水の舞台」からバンジージャンプするくらいたいへんなことに違いない。子どもたちはそん

な不安を振り払うかのように思いっきり遊び、いろんな発見をしてくれた。初めて手lこしたミヤ

マクワガタ、夜空いっぱいに輝いていた星、漁師さんの船から見た朝焼けの美しさ、丹後の海の

しょっぱさ…きっと子どもたちはたくさんの思い出を陶に家に帰ったことだろう。

毎年のことなのだ玖キャンプ中は「無病息災、無事平穏、家内安全（？）」を願って、ヒプを

そらず「願掛けヒゲ」を生やすことにしている○今年はその霊験あらたかな効果のせいか、大き

なケガや事故もなく、さらには期間中一度も雨に運うこと過ごすことか出来たのだっ瓦毎年使っ

ているキャンプ鳳融毎では晴れていても山では雨降りということもあるくらいのところなので、

われわれか高原にいた10日間、一滴の雨も降らなかったというのはほとんど奇跡に近いの定。

昨年は台風の接近で近くの小学校の体育館に避難するという稀有な経験をしたか、やっぱりキャ

ンプはお天気か何よりだ。

そんなキャンプでのひとコマ。手ともたちのお茶をわかすために、斧を使って薪を割って火を

つけていたボクの手元をじっとみていた女の子矧ぼそっと言った。

「フーテンって、何年キャンプしてんのん？」

「…う～ん、200年くらいかなあ」

「またウソやし、もういっつもウソぽっかりなんやから」とあきれ果てた顔でその手は去って行っ

たのだった0手際よく進む作業をみてそんな言葉ガロをついたのだうう玖何年問キャンプして

いるかなんて考えたこともなかったので、聞かれたボクはちょっと返答に困ったのだった。子ど

もって面白いことに気かつくもんだ。

考えてみればご幼少のみぎり、親父と近くの山に遊びに行って飯ごうでごほんを炊いて、その

ころ出始めたしトルトカレー（ボンカレー）を会べたの矧はじまりで、ボーイスカウトに入ってか

らはキャンプ三昧だったから、きっとその質問をした子どもの年の4．5倍くらいlaキャンプをし

てきたのではないだろうか。その間キャンプ道具はすいぶんと進化したし、ひょっとすると近い

将来には太陽光発電付きのテントから電気をとって炊飯器でごほんを炊いて、IHヒーターで調

理するなんて時代か来るのかもしれないけど、合のとこうボクは相変わらず薪でお茶やごはんを

炊いていたりするわけで、人類か火を使うようになってから営々と受け継いできたこのアナログ

な技術こそか実は一番大事なのではないかと思っていたりするのだ。便利さと引き換えに、人間

は生きる力を失っているのかも知れない。

無事にキャンプを終えて家に帰り、久しぶりに鏡を見て驚いた。あごの願掛けヒゲはほとんど

真っ白で、まるでお爺さんだ0まあ子どもの年の4、5倍もキャンプしてたら、年もとるわなあl

このまま白いひげを伸ばして仙人のようになった5、ひょっとして気合だけで大釜のお茶かわ

くかも知れないと思った玖そのためにはあと180年＜らい修業か必要そうなのであきらめて剃

ることにしたのだった。

（京都・雑副の森プレイスクール　福山記）
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