2011 年度版

場所：
場所：都立石神井公園おべんと
都立石神井公園おべんと広場
おべんと広場

（三宝寺池側・アスレチック広場の北側斜面）

日時：
日時：毎月第三水曜と
毎月第三水曜と第四土
第四土・日曜日
１０時
１０時～夕方 5 時（冬期 4 時）
（詳しくは最後のページを見てね）
主催・

23 年度から
年度から

開催日が
開催日が増えます！
えます！

遊遊遊遊び の天才 作作作作 ・・・・ （
Ｈ）

自分 のののの責任 でででで自由 にあそぶ ！！！！

それが プ レーパ ーク！
ここには
土が あ る
水が あ る
火が あ る
自然が ある
友達が いる

ど う遊ぶかは君しだ い！
まわりをみると
いろんな道 具もあ る
何 して遊ぶ？
ど う使 う？

危険も い っぱ い！
けが、やけど、事故には
気を つけ て！

わからな いことが あ ったら
プ レーリーダ ーが
一緒 に考え てくれる

ここで自由に遊 べたら
あなたは遊び の天才だ ！

まずは
受付に名前を書いてね！
もしもの時の連絡先や保険加入のため、
参加人数を知るためのものです。
けがをしたり、困ったことがあったら
こちらへ知らせてくださいね。
黄色いバンダナがスタッフの目印です。

カンパをお願いします
プレーパークの大切な活動資金です。
・プレーリーダーへの謝金
・遊びの材料購入・保険の加入
が主な用途です。
ご協力をお願いします。

工作
釘を打ったり色を塗ったり・・・
子どもだけでは危ない工具は
受付にて貸し出しています。

泥、水であそぶ
汚れてもいい服でおもいきり遊ぼう！
着替えを持ってきてもいいね。

石神井プレーパークでは
子どもたちがやりたい遊びを自由
にできるよう遊び場づくりをして

ハンモック

います。

みんなで編んで作りました！

プレーリーダーは、遊びのたね

ほかにも素朴な手作り遊具が

をまき、子ども達のあそびの芽が出

いっぱい。

るのを見守っています。
助けすぎず、子どもたちが自分で
考え、自分でできたと感じられるよ
うに。うまくいかなくて悔しい気持
ち。危ないと感じる力。夢中になっ
て遊ぶ時間。自然豊かな石神井公園
で、いろんな人に見守られながら、
子どもたちの持っている力を引き
出し、一緒に考えていきます。

石神井プレーパーク大好きの会
石神井プレーパークを一緒に応援しませんか？
得意なこと、興味のあることでプレーパークを楽しくバッ
クアップする大人の部活です。

火であそぶ
？な もの
想像力をかきたてる遊びのたね、
ころがっています。

マッチで火をつけたり、原始
的な火おこしもできるよ！
だんだん上手になる
べっこうあめ
みんなで作って食べる鍋

遊び方は君しだい

マシュマロやウインナー、
やきいも・・食べたいものを
持ってきてね！
食べた後のあとかたづけ
もよろしく。
石神井プレーパークの
石井くん。いつもプレー
パークで遊んでいるよ。

なんにもしない
それでもＯＫ。
自然の中に溶け込んで

石井じん

ぼーっとするのも

小学 4 年生。

いいよね。

木登りが

荷物はここへ!
遊びの動線から離れた所に
ブルーシートを用意しています。

得意だよ。

妹のゆう
5才

子どもたちが自分で
遊びをつくりだせる
ように、プレーパーク内では火を
使うこと、木に養生しながらロー
プをかけることが

開催日に限り

特別に認められています。
石神井プレーパークは都立公園
と練馬区の後援をうけています。
運営はプレーリーダーと地域の
人たち、ボランティアなどたくさ
んの人の協力でなりたっていま
す。あなたもそのひとり。
一緒に遊び場を作りましょう。

絵本の森文庫
青空の下で絵本を読むのも
気持ちいいね。

水曜日は「よちよち
プレーパーク」でおちびちゃんも
外遊びを楽しもう。
夏休みもプレーパーク常連のいろん
なグループが集まって企画を練って
ます。
皆さんもこんなことしたい、あんな

雨天中止
雨天中止

ことしたいがあったらプレーリーダ

※am8:00 に HP の掲示板にてお
掲示板にてお知
にてお知らせ

ーにどんどん言ってね。

２０１１年度のプレーパークは

第３水曜日と第４土・日曜日
H ２3 年
4/20（
20（水）・23（
23（土）・24（
24（日）
5/18（
18（水）・28（
28（土）・29（
29（日）

４ ～９ 月

6/15（
15（水）・25（
25（土）・26（
26（日）

１０時
１０時～５時

7/29（
29（金）・30（
30（土）・31（
31（日）
9/21（
21（水）・24（
24（土）・25（
25（日）
10/
10/1（祝）・19（
19（水）・22 （日）
11/
11/16（
16（水）・26（
26（土）・27（
27（日）

場 所

都立石神井公園 おべんと広場
おべんと広場

12/
12/21（
21（水）・24（
24（土）・25（
25（日）

１０～
１０～２月

（三宝寺池アスレチック広場北側斜面）

H ２4 年

１０時
１０時～４時

東京都練馬区石神井台１－２６－１

1/18（
18（水）・28（
28（土）・29（
29（日）
2/15（
15（水）・25（
25（土）・26（
26（日）

★西武池袋線・石神井公園駅

南口より 徒歩１０分

8 月・ 3 月 は休 み

★ＪＲ中央線・荻窪駅より 西武バス
上井草駅経由｢長久保｣行き ｢三宝寺池｣下車

会員募集中！
（練馬区生涯学習団体)
2004 年 4 月から石神井公園でプレーパークを開催してきました。私
たちの願いは「子どもが、子ども時代に、子どもらしく過ごせる時間と
場所」をつくることです。そして子育てが楽しいと思える地域づくりで
す。年令、性別、障がいのあるなし、国籍に関係なく、すべての子ども
達が一緒に遊べる遊び場を、みなさんと一緒に作っていきたいと思って
います。大人も子ども以上に童心に返って活動しています！
練馬区には 石神井プレーパークの他にも、
どんぐりやまプレーパーク（立野公園）
、

正会員 1000 円／年

賛助会員 1000 円／一口

光が丘ひろっぱプレーパーク（光が丘公園）があります

石神井プレーパーク
石神井プレーパーク
主催：石神井・冒険遊びの会
協力：石神井プレーパーク大好きの会（仮名・準備中）
後援：東京都東部公園緑地事務所、練馬区教育委員会、練馬区児童青少年部
お問合せ：shakujiipp@gmail.com
ホームページ：http://shakujiipp.web.fc2.com

発行：Ｈ23 年５月１９日
石神井・冒険遊びの会
23 年度代表： 須藤 舞弓

