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佳さん【あぶりだし 忍者の手
紙】オレンジジュースを使って
字を書いて、コンロであぶると
、字がくっきり浮かび上がる！
宝の地図やら暗号文やら、だん
だんカタチが出てくるときのワ
クワク感といったら。。。 エフ☆アートクラブ　カワムラ

さん【川をつくろうーダムダム
ー】校庭を掘って水を流して川
づくり。どろんこあそびはやっ
ぱり楽しい。

老人クラブ【こま回し】なかな
か回せなかったけど、おじいち
ゃんはスイスイ回せちゃう。子
どもの頃たくさん練習したから
今も忘れてないのかな？

佳さん【あぶりだし 忍者の手
紙】子どもたちのワクワク感を
くすぐる楽しいあぶりだし体験
。空の下、子どもたちの秘密の
手紙、おもしろい！

今日は大成功だ
ね！と、笑顔の
校長先生。

大原さん【まつぼっくりで作る
クリスマスツリー】大きなまつ
ぼっくりに飾りをいっぱいつけ
てツリーづくり。今頃みんなお
家で飾っているだろうな？

kero＊chun【クリスマスの絵】
子どもたちが描いた絵を、雪原
の大きなモミの木にレイアウト
していきます。最後には、動物た
ちがいっぱいのクリスマスの絵
ができました！

kero＊chun【クリスマスの
絵】子どもたちが絵の具やク
レヨンで描いた絵をその場で
組み合わせ、一枚の大きな絵
をつくりました。

エフ☆アートクラブ　わださん
【マイピロー・マイスリープ】
布と糸でお昼寝用の小さな枕づ
くり。子どもたちは、ぎこちな
い手つきながらしっかりぬいあ
げました。

BIG FAMILY 星野さん【つみき
あそび】すご～くたくさんの積
木を使って、自分の背よりも高
い塔を造ったり。子どもの集中
力をあなどっちゃいかん！

永田さん【ポン菓子づくり】お
米を入れてレバーをぎゅっとや
ると、あっという間にポン菓子
ができちゃう！自分で作ったお
菓子はおいしい！

永田さん【ポン菓子づくり】
お手製のポン菓子機を持参いた
だきました。ポンッ！とできあ
がる瞬間は、大人もドキドキし
ました。

リヴガーデナー 牧野さん【お
もしろ鉢植えつくっちゃおう】
かんづめ容器などいろんなもの
に植物を植えて、自分だけの鉢
植えづくり。大人も夢中に。

【きれいに整備された裏庭】
今回、リヴガーデナーの牧野さ
んがご好意で、ていねいに草刈
りをしていただき、ふるために
皆が安心して遊べる裏庭が出現
しました！風の強い日でも北風
から守られ、暖かく過ごせるス
テキな芝生広場です。

【受付係】朝早く来た彼らは、
大人に交じってスタッフとして
運営のお手伝いをしてくれまし
た。受付係としてみんなを盛り
上げてくれました。

消防団【駐車場の誘導】駐車場
が満車で混乱しないよう、寒い
中、駐車場の整理をがんばって
やってくれました。縁の下の力
持ち！

かっこいいなぁ！

子ども会【おだんご屋】おい
しいおだんごをたくさん焼い
てくれました。みんな口のま
わりにタレをつけてほおばっ
ていました。

多米校区自治会【ダーツ＆輪投
げ】ねらいを定めて、えいっと
投げる様子は小さな子も真剣そ
のもの。景品にお菓子をもらい
ました。

ナオマリアさん【プラバンづく
り】お父さん、お母さんにはお
なじみですが、子どもには新鮮
！熱中してひたすら何枚も作る
子もいました。

愛知大学ふれあいクラブ【色であ
そぼう】絵の具をつかって指で絵
を描きました。うちでやると怒ら
れるけど、あそびのがっこうなら
ベタベタになっても大丈夫！

早野さん【手相ってなぁに？】
早野さんは本物の占い師。「大
物になるだってー！」子どもた
ちは大興奮。大人も行列を作っ
てました。

竹とんぼの会　冨田さん【でん
でん太鼓】木の枝や大豆を材料
に、昔ながらのでんでん太鼓づ
くり。デンデンといい音がひび
いていました。

多米小PTA【輪ゴム鉄砲】割り
箸で輪ゴム鉄砲を作りました。
射的で大きいものをゲットでき
るよう、パワーアップの工夫を
しました。

多米小PTA【射的】自作の輪ゴ
ム鉄砲で、景品を撃ち落としま
した。ねらいを定める緊張感と
自分の鉄砲がお菓子を落とした
喜びに大満足。

とよはしCAP【相談コーナー】
学校や家で困ったことはないか
な？おもしろいお母さんたちが
座っていて、いろいろ話がはず
みました。

岩屋緑地に親しむ会　西川さん
【竹でマイはしをつくろう】ナ
イフで竹を使ってはしづくり。
ナイフを持って少しずつ集中し
て削りました。

次郎さん【草バッタをつくろ
う】シュロの葉を材料に、本
物みたいなバッタづくり。大
人も子どもも葉がバッタにな
っていく様子に感激！

【草バッタをつくろう】次郎さ
んがつくったバッタはいまにも
動きそうです！
おもしろトークをしながら教え
てくれました。

老人クラブ【めんこ】簡単に見
えるけど難しい。ニコニコおじ
いちゃんは上手で、なかなか勝
てません。子どもの頃を思い出
しているのかな？

老人クラブ【けん玉】何回も何
回も練習して、やっと玉がお皿
に乗りました。いろんなワザが
あるので、練習して上手になっ
てね。おばあちゃんたちとの練
習がとても楽しそうな子どもた
ちでした。

老人クラブ【だるま落とし】ト
ンカチでカンカンたたいて、ダ
ルマの背を低くして行きます。
おじいちゃんが一番上手でした
。

老人クラブ【お手玉】いつもは
ゆっくり動くおばあちゃんなの
に、お手玉を持ったら目にもと
まらぬ早さで見事なワザをみせ
てくれました！子どもたちもび
っくり。

多米校区の老人クラブ連合会のみな
さんが、８種類のあそびを教えてくれ
ました。
さすがおばあちゃんたち、あかちゃ
んも泣かずに大人しく抱っこされ、
託児コーナーにもなっていました。

老人クラブ【竹とんぼ】雨上が
りの校庭で、青空高く竹とんぼ
を飛ばしました。自分で飛ばし
たものを上手にキャッチできる
ようになりました。

豊橋筆伝統工芸士　川合さん【
豊橋筆をつくろう】筆職人さん
に教わりながら自分だけの筆づ
くり。糸をくわえて、毛を束ね
ているところ。自作の筆なら、
書道もうまくなるはず？

藤井さん【竹で知恵の輪づく
り】地元の竹細工名人のおじ
いちゃんに教わる知恵の輪づ
くり。みんな自分で作った知
恵の輪、解けたかな？

豊橋ドットテレビ 河辺さん
【ニュース番組づくり】カメラ
、カチンコ、反射板、マイクな
どを持った子ども取材班。子ど
もたちがとてもがんばって、見
応えのある番組を作ってくれま
したので、ネットにアップしま
したよ。ユーチューブ（YOU 
TUBE）のサイトで「ふるため
」で検索すると出てくるよ！エフ☆アートクラブ【土器で

DOKI☆DOKI】講師の二人が掘
ってきた天然の粘土で土器づく
り。学校で使う粘土とはちがっ
たね。温度や感触にとまどいつ
つも、縄文人のキモチになれた
かな？

多米小学校PTA 鈴木さん【宝
箱づくり】段ボールなんだけど
、ていねいに組み立てると、本
物の宝箱みたいに。何を入れよ
うかワクワクしちゃいますね。

多米友好会【とん汁屋さん】大
きなおなべにたっぷりのとん汁
。寒い日だったけど、大きなお
わんにたっぷりで、ぽかぽかに
温まりました。

地域教育力向上委員会【裏
方の運営】ふるためあそび
のがっこうでみんなが楽し
めるよう、縁の下の力持ち
をやっていただきました。

アフリ会【ジャンベ体験】西ア
フリカの太鼓を叩いて皆でリズ
ムをつくる体験。太鼓を叩くと
あら不思議。大人も子どもも笑
顔になりました。
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子ども会【スライムづくり】
コップに入れた材料をグルグル
かき混ぜると、あら不思議。色
とりどりのスライムができまし
た。

美穂の会【自然からの贈り物で
あそぼう】松ぼっくりやドング
リを使って楽しい工作をしまし
た。クリスマスツリーなどがで
きました。

藤井さん【よく飛ぶ紙ヒコウキ
づくり】広告チラシを使って、
コツを教えてもらいながら、か
わったカタチの飛行機をつくり
ました。

【あそびのがっこうスタンプラ
リー】あそびを体験すると押し
てもらえるスタンプ。色とりど
りの自分だけのスタンプシート
ができました！

アフリ会と子どもたち【あそび
のチャンピオンの歌】チャンピ
オンを讃えるため、みんなで歌
いました。アフリカの太鼓を持
って子どもたちも演奏に参加し
ました。

スタッフだってめっちゃ楽しん
でいました。天気がよくなって
、たくさんの子があそびに来て
くれて、ただうれしくって。

【あそびのチャンピオン表彰
式】スタンプを一番たくさん
あつめた今年のチャンピオン
は高橋くん。壇上でちょっと
照れくさそうでしたね。

都築さん•大脇さん【クリスマ
ス☆オーナメントをつくろう
！】どんな形にしようかな？
立体的でかわいらしいクリス
マス飾りができました。

朝倉さん【絹糸のコースター
編み、木綿人形づくり】ガラ
紡名人のやさしいおじいちゃ
んが教えてくれ、暖かみのあ
る作品ができました。

花男子【プロポーズタイム？】
サプライズで、大人も壇上に
上げてもらいました。なんと
奥さんにまだ言ってなかった
プロポーズを披露した一幕。

花男子【ブーケづくりのショ
ー】軽快な音楽に合わせての
ブーケづくり。みるみる花束
ができていく、ケニーさんの
ワザに子どもたちも夢中。

花男子【ブーケのプレゼン
ト】花男子が作ったブーケ
を、子どもがお母さんに日
頃の感謝を込めてプレゼン
ト。ウルウルきちゃったお
母さんも。

しずく企画室 村井さん【小惑
星イトカワ大作戦】惑星探査
機はやぶさの感動のストーリ
ーを追体験できる手作りゲー
ム。果たして、イトカワに無
事着陸できるのか。

美穂の会【子どもたちの絵の
展示】子どもたちの描いたス
テキな絵を飾りました。やっ
ぱり学校には作品展示がなく
っちゃ。ふるために作品が飾
られたのは久しぶりかも。

しずく企画室 村井さん【小
惑星イトカワ大作戦】遥か
なる宇宙を旅して来た惑星
探査機はやぶさくんです！
みんなが小惑星イトカワに
ちゃんと着陸できるよう応
援していました。

多''米オヤジの会【金魚すく
い】金魚がすばしっこくて難
しかったけど、やさしいおじ
さんから、すくい方のコツを
教えてもらいました。

矢澤さん【綿花の種とり機】
取っ手をグルグル回して綿花
を歯車にはさんでやると、種
と綿が簡単にほぐれて面白い
！これがパンツになるの？っ
て不思議がる子どもたち。

広田フラワー【ミニ新幹線】
ふるために新幹線が登場！子
どもからお母さん、おじいち
ゃん、おばあちゃんまで。み
んな笑顔で出発進行！

藤井さん【よく飛ぶ紙ヒコウキ
づくり】大人だって、懐かしい
なといいながら、紙ヒコウキづ
くり。みんな、あちこちで飛ば
していました。

今年も、紙しばい仮面が登場して
くれました！
大迫力のステージを見せてくれ、
子どもたちもくぎ付けでした。紙
芝居仮面の正体は、はたして誰な
んだろう？

タイガーさん【紙芝居】木の机
とイスが並ぶ教室での紙しばい
。空間の雰囲気と、タイガーさ
んのやさしい語り口に、集まっ
た子どもたちは物語の世界に引
き込まれていました。

スライムづくり。
いっしょうけん
めい、混ぜてい
ます！

天気が心配だったけど、開校
の時間には雨も上がり、晴れ
間もさすようになりました。
ふるための校庭で子どもたち
が走る様子いいですね！

はちみつベリーファーム榎本さ
ん【牛乳パックでタケコプタ
ー】ふわふわやさしく飛んで
行くタケコプターを教えてく
れました。

多''米オヤジの会【やきそば屋
さん】お父さんたちが力強く
ガシガシかき混ぜ、焼きそば
を焼いてくれました。トータ
ル５００食！ごちでした！

矢澤さん【まゆから糸をつくろう！】
お湯にひたしたカイコのまゆから絹糸
がクルクル巻きとられていく様子をみ
んな興味深く見ていました。鮮やかな
ワザでした。この道具、ふるために展
示してありますが、初めて使い方がわ
かりました！

【てるてるぼうず】
天気予報がかな～りの雨マー
クだったので、てるてるぼう
ずの力を借りました。
結果、見事に天候が回復しま
した！ありがとう。

消防団OB【水風船つり】色と
りどりの風船つり。コツを教
えてくれたり、失敗しても好き
なのをおまけでくれて優しか
ったです。

開校直前に、げんかん前でみ
んな行列を作りました。いま
か、いまかと開校を待ってい
るところ。

老人クラブ【あやとり】毛糸
からいろんな形ができちゃう
。とっても不思議なんだけど
、教えてもらったら上手にで
きたよ。色んなワザを覚えた
よ。

満員御礼。くつ箱からくつが
あふれました！雨に備え、校
舎の中をメイン会場にしまし
た。歴史を刻んだ木造校舎の
独特の雰囲気の中でのあそび
はひと味違ってました。

「タメ」と傷つけられた窓ガ
ラス。これは、戦後ガラスが
貴重だった頃に、盗まれない
ように印をつけたため。こん
な歴史あるふるためで、今日
は子どもたちの思い出が生ま
れます。

子ども会【シャボン玉】特製の
ストローをつかってシャボン玉
あそび。コツをつかむまで難し
かったけど、みんな頑張ってい
ました。

　昨年に引き続き、１１月２３日に、地域の大人が自分の得意
なあそびを披露し子どもたちと一緒に遊ぶ「あそびのがっこ
う」を開校しました。普段なかなか交流のない大人と子ども
が、あそびを一緒に楽しみ、交流することを目的としています。
　会場となった「ふるため」はその昔、多米小学校校舎として
使われた豊橋市内に唯一残る木造校舎です。現在は、豊橋市民俗
資料収蔵室となり、昔の道具などを収蔵・展示する施設として
利用され、校舎も校庭も当時の雰囲気を残した居心地のよい場
所です。この施設が子どもから大人まで多世代の人が集い交流で
きる「地域の縁側」となっていくといいなあ、という思いで企
画されたイベントです。

あそびのがっこう当日は、朝から雨でしたが、開校時間には雨
もあがり、たくさんの子どもたちに参加してもらうことができ
ました。ふるための校舎内や校庭にベニヤ板の机や昔懐かしい
木の椅子をたくさん並べてあそびの屋台をつくり、地元内外か
ら参加いただいたボランティアさんの協力で５０種類以上の屋
台が出展しました。
また、雰囲気ある教室でじっくり創作に取り組んでもらおう
と、今回からワークショップを開催しました。

あそびのがっこうは、ふるためネットと共催で実施しました。
ふるためネット（参加団体：多米校区自治会、多米校区古多米活性化地域委員会、多米校区子ども会、多米校区老人クラブ連合会、多米校区地域教育力向上委
員会、多米校区消防団、多米小学校PTA、多``米オヤジの会、多米友好会、竹とんぼの会、とよはしCAP、現代美術活用研究会、愛知大学ふれあいクラブ）
※このイベントは、子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）の助成金の交付を受けて開催しました。

　今回の活動では、400人を超える子どもたちに参加してもらうことができました。これも地域の皆さんやあそびの屋台を出店いただいたボラン
ティアの皆さんの協力のおかげです。あそびのがっこうでの体験を通じて、子どもたちは、世代や地域を越えた人々との交流を図ることができまし
た。子どもと大人がしっかり遊んだ経験は、次のステップに繋がっていくと思います。今後も継続的にイベントを実施することにより、地域の魅力
を発信し、ふるためを地域の憩い・交流の場としていく活動に取り組んでいきたいと思います。
　こうした活動の企画運営は、ふるためネットという地域内外の団体や個人が参加するネットワーク組織が担っています。メンバー個々が得意なこ
とを持ち寄り、それぞれの個性とネットワークの協力体制を発揮できるような運営を目指しています。メンバーは随時募集中ですので、ふるために
興味を持った方、ふるためで自分の企画を実施したい方などは、ぜひご参加ください。

【連絡先】エコミュージアム研究会　メール：furutame@gmail.com、電話：090-4187-5139（小野）、090-4210-9659（大橋）、HP：主な検索サイトから「ふるため」で検索！
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デザインド•バイ•kero＊
chun（けろ＊ちゅん）

ふるためネットの打ち合
わせの様子。いつもこん
な感じで、ふるための教
室でやっています。

ホームページ：「ふるため」で検索！
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