
 

 

 

 

 

 

 

 

７月あそび塾 

緑の森でバーベキューと星空観察！ 
 

7 月 17 日、こども達は夏休みに入っています。昭和の森の近く小山町の細い道を抜け

ると緑の環協議会が整備している森があります。いつものあそび塾の集まる時間とは違い

１５時からの集合となりました。あそび塾の大人１５名、幼児３名、子ども１４名、外部

子ども６名、大人１０名、３団体が集まりそれぞれ団体紹介をし、今日の予定と草むらに

入らないなどの注意事項を子ども達と確認しました。 

 

まずは夏ならではのスイカ割りです。 

スイカが 2 個用意しており、同じ年齢の子でジャンケンをし、2 グループに分かれて行

いました。小さい子から 1 人づつタオルで目を隠し、竹の棒を

持って、小学生からはその場でくるりと一回転をしてスタート

です。自分ではスイカに向かって進んでいるつもりでも違う方

向に歩いていたり、周りの声に右へ左へ迷ったり、軌道修正し

ながらスイカを目がけて棒を振り下ろします。 

こうすけ君はスイカに見事に当たりましたが、ヒビが入る程度

でした。パカンと割りたいので、もう 1 回したいと強く訴えま

したが、次々順番が回っていくうちに高学年がスイカに当たる

と割れてしまい 1 人 1 回で終わりになりました。食べるときに

も“もう 1 回したかったな”と悔しそうに話していました。ス

イカも甘くて美味しく喉を潤してくれました。 

まこちゃんとみずき君はスイカの赤い部分が白だけになるまで

きれいに食べていました。“上手に食べれるね”と言うと食べた

後、得意げに“ここまで食べれたよ”と何度も見せに来てくれ

ました。食べた後の皮は、地面をスコップで掘った穴に埋めま

した。つばさ君はスコップに足を乗せ、上手に体重をかけて掘

っていました。 

自然の中で壮大な宇宙の太陽系のお話を聞かせてくれました。 

 入口を入ってくるとオレンジの丸いものがおいてあり、 
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説明を聞いて太陽だとわかりました。太陽と惑星についての大きさや惑星との距離がわか

るように配置され、いかに太陽が大きいかよくわかりました。何人かはおいてある惑星の

看板から次の惑星への距離を走って移動していました。自分たちの住んでいる地球がどこ

の位置にあるのかわかりやすかったです。 

  

作った後も楽しく遊べる竹の水鉄砲作りです。 

竹は、切ってヤスリをかけてあり、その竹の棒にスポンジを巻き、その上から布を巻い

てタコ糸で留めると出来上がりです。なごみちゃんは、最初、遠巻きに見ていましたが、

声をかけると手際よく作り始めました。スポンジをまいてある棒が竹にピッタリとはまり、

水を入れて押すと勢いよく飛んでいました。つばさ君のお父さんは子供たちと楽しそうに

水を掛け合ってびしょびしょになっていました。 

 

太陽系の話と水鉄砲で遊んだ後は、待っていたバーベキューと

なりました。 

それぞれの家庭から持ってきた食材を、鉄板の上にのせ焼き始

めました。ウィンナーも棒付きといろんな種類があり、なすや

ズッキーニ、しいたけなど所狭しと鉄板を埋め尽くしていまし

た。子ども達も自分が食べたい食材を取りに来て食べていまし

た。かやちゃんは持ってきたおにぎりを鉄板の上に置き、焼き

おにぎりしていました。 

焼けるのを待つ間、お母さんたちも食べる話で盛り上がったり、

緑の環協議会の方にとうもろこしは皮つきで茹でるとしわしわ

にならないなど料理方法を教えて頂きました。緑の中と言うこ

ともあり、外で食べるご飯は格別に美味しく感じました。最後

にマシュマロを箸にさして焼いて食べていました。 

森の中は電灯がなく日が落ちると真っ暗になりますので、明る

いうちに鉄板やブルーシートなど片付けをしました。 

 

ホタルは見れるかな？ 

広場から水辺に暗い道を 1 列になって降りて行き、水辺に着く

前から 1 匹 2 匹と飛んでいるのが見え始めました。 

時間がたつにつれ、どんどん見え始め幻想的でした。 

10 ヵ月、土の中にいて 1 週間だけ出てきて光って結婚するので、むやみにとったりしな

ようにねと説明を受け、光って結婚できるといいねと真剣に見ていました。近くを飛んで

来た時は間近で見れ嬉しくなりました。ホタルが生息できるきれいな水や自然が残ってい

るので、大切にしないといけないと強く感じました。 

 

星は見れるかな？ 

あいにくの曇り空で 1 番星の金星は見えましたが、他の星は雲に隠れて見えませんでした。 

もし見えていたらこんな星空になると、タブレットで説明してくれました。星が見れず残

念でしたが、予定より早めの解散となりました。ご協力有難うございました。（記 大塚） 
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