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代表あいさつ：信州外あそびネットワーク 田口眞嗣（代読：田村恵子） 

 信州外あそびネットワーク代表 田口 BOSSです。 実行委員会の皆さん、細かな準備作業本当にご

苦労様です。皆様の努力が成果につながることは間違いないでしょう 。そして今日は「こうちゃんこと」

辻安全食品の辻社長様、遠方からお忙しい中、お越しいただきありがとうございます。これを機会に、

信州外あそびネットワークに今後とも、ご指導ご鞭撻いただけたら幸いです。 

 さて、ミーティングも 3年目。子どもの外あそびを推進

するために、信州内外からたくさんの力が集結し、学び、

活動し、成果を残すという活動に、更なる発展を生み出す

必要のある時期に来ていると強く感じております。アベノ

ミクス第二ステージのキーワード 3項目にも、しっかり子

育て支援が入っています。子どもが子どもらしく育つ環境

つくりに、我々社会教育家が集結し、学校教育と家庭教育

を支え、自己肯定感の高い子どもたちを育てることができ

る安全な地域を作ることへ、我々ネットワークは貢献しよ

うではありませんか。 

 阿部知事の発信により、信州型野外保育認定制度も立ち上がり、長野県アウトドア推進協議会も設立

され、いろんな「準備」が始まりました。お隣り東御市では身体教育医学研究所の岡田所長のご尽力に

より、子育て支援リーダーの養成事業も、内閣府や、文部科学省の委託事業によって順調に成果を挙げ

ておられます。  

「外あそび、ただのあそび、されどあそび」 

 今更ですが、外あそびの効果は絶大です。皆さんの知恵とパワーを集結していただき、さらなるステ

ージへ進み、今何が必要なのか…絶えることなく皆様と議論を続け、活動していく為のネットワークで

あること。このネットワークが皆様の活動に、新たな産物を生み出しますことを、ご期待申し上げ、挨

拶とさせていただきます。また、皆さんとお会いできる時間を楽しみにしております。今後とも、よろ

しくお願いいたします 。 

来賓ごあいさつ：長野県望月少年自然の家 所長 真山邦弘様 

みなさんこんにちは、本日は第３回の信州外あそびミーテ

ィングを望月少年自然の家で開催していただき、ありがと

うございます。ご承知の通り当所は３２年となりました。

年間を通して多くのご家族連れや学校のみなさまにご利用

をいただいています。本日は辻さんのお話をお聞きして明

日からの２日間、外あそびフェスティバルが盛大に開催さ

れまして、成功されますことを心よりお祈りいたしまして、

あいさつと代えさせて頂きます。本日はおめでとうござい

ます。  

2015信州外あそびミーティング ９月 25日（金） 
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記念講演：辻安全食品株式会社 代表取締役 辻幸一郎氏 

 私が BOSS とお会いして、お互いにやっている仕事を紹介しあって今日があります。私たち二人を、

どうしても会わせたいという友人がいて、コラボレーションしました。 

 人間の身体の中に入ってくる物体の中で全体を

100 とすると食べ物はどれぐらいだと思いますか？

実は７％なんです。そして飲み物は７％。一番多く入

ってくるものは７割の室内空気。目に見える物は気に

するけど、目に見えないものは気にしないというのが

日本人なんですね。 

 BOSSとゆかいな仲間たち『食と健康について』。 

アレルギー的生活術の薦め。みなさん良くご存じの服部幸應さんが、「機会があれば和食を薦めてきて！

せめて箸の使い方だけでも教えてきて」と言われるんです。さてみなさんテーブルにあるお箸を持ち上

げて使って、再びテーブルに置くまでやってみてください。両手でもちあげて、きき手をすべらせて箸

を持ち、使った後は再び両手で置く。作法だけで美味しそうに見える。 

 1979 年に父が、「食物アレルギーの子ども達のために、牛乳や卵、

小麦粉を使わないビスケットを作ってください」と言われたことがき

っかけでした。豆類も穀物類も使わないビスケットを作ったんですね。

経営理念は「全てのお客様に『アレルギーで良かった』と思っていた

だく事」。普通、アレルギーがあると違う素材を使って別の料理を提供

したりしますが、そうではなく全く同じ料理を提供する、そして喜ん

でもらうのです。 

                アレルギーの代替食を食べることは、アレルギーのない人にとって

も良いことなのです。そうすることによって、良い効果が出ることを私は体感していますし、それを利

用したキャンプなども BOSSと一緒に企画しました。身体は食べ物で作られています。少し意識を変え

て、身体が喜ぶものを取り入れる、また身体が嫌がるものは食べない、単純なことですがなかなか難し

いですね。特に外出したり旅行したりするとハードルが上がります。たまには良いのですよ…日頃、良

いものを食べて身体を作る。そういったことを、子ども達や保護者のみなさんにも、外あそびの良さと

一緒に伝えていってください。 

 外あそびで体験できる自己肯定感と、身

体を作る食事のコラボレーションで、より

良い子どもの育ちや発達につながるよう、

これからもお互い情報交換をしながら、頑

張って行きましょう。みなさんが呼んでく

れれば、いつでも来ますので、またお会い

したいですね。 
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ワークショップ「信州を外あそびで元気に！」 
４つの部会（人材創出・ロゴマーク・外あそびマップ・フェスティバル）報告の後、全体で意見交換を行った。 

【人材創出部会】 
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【ロゴマーク作成部会】 
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【マップ作成部会】 
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【外あそびフェスティバル実行委員会】 

計画経緯 
 平成 24 年（2012 年）に「信州発！全国アウトドア＆ネイチャーフェスタ

2012 in 信州白馬」（※子どもゆめ基金助成活動」）を開催したことをきっかけ

に、長野県を中心として指導者をはじめ、自然体験、野外活動、環境教育に関

わっている団体、個人の方々が集まり、情報交換や共有をしながらそれぞれの

スキルアップをはかり、以て、横のつながりを強くする足掛かりとするため、

任意団体として「信州外あそびネットワーク」が立ち上がった。 

 2013年・2014年それぞれ「信州外あそびミーティング」を実施し、第一

回で外あそびを活性させる方向性について考え、第二回では第一回の方向性を

より具体性をもって検討していきました。 

 本イベントは「信州外あそびミーティング」にて話し合われた「見本市」を

具現化させるべく、立ち上がったイベントになります。 

計画概要 2013年 9月 29日・30日 「第一回信州外あそびミーティング」開催 

2014年 6月 28日・29日 「第二回信州外あそびミーティング」開催 

2014年 9月 26日     部会発足 小規模ミーティング開催 

2014年 10月 14日    「見本市」部会 第一回ミーティング開催 

2014年 10月 14日    「見本市」部会 第一回ミーティング開催 

開催日程：2015年 9月 26日（土）～27日（日） 

開催場所：長野県望月少年自然の家 

 

《実行委員》 

古川 誠（NPO法人やまぼうし自然学校） 

村重 恵美（長野県森林インストラクター会、白馬マイスター） 

渡邉 真也（公益財団法人身体教育医学研究所） 

新美 亮介（長野県望月少年自然の家） 

南坂 博和（長野県森林インストラクター会、理事） 

降幡 光幸（信州やがいたいけん楽校ぷらす） 

上薗 美千代（信州外あそびネットワーク、事務局） 
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【全体ミーティング】 

■主なご意見 

・ フェスは保護者からの開催の要望（地元のニーズ）

が多いので、今後も継続していきたい。 

・ 今回は会場の関係者がフェスの運営に関わってい

たように、新たな場所で行う場合は地域に顔が利く

人が必要。 

・ 現状、フェスを頻繁に実施するのはマンパワーとし

て難しい。ネットワークを大切にしながら、無理の

ない範囲で行い、まわりにきっかけを与えるぐらい

がよい。 

・ ネットワークとしてどこを対象（長野の子ども？都

会の子ども？）にしていくか方向性を出した方がよ

いのでは（今回のフェスは足元を固めるために地元

の子ども対象）。 

・ 情報マップ（どこで何ができるか）があると営業ツ

ールとしても使えるし、ネットワーク内の情報も見

えやすい。まずは団体名と顔だけでも先行するだけ

でも、動きがでてくるのではないか。 

■活動を継続していくために 

・ 発足から 3 年経。活動が増えてきたので、全体の

運営をコントロールする専従事務局が必要になる

のではないか。 

・ 今年度中には運営体制を固めたい。 

・ 運営のための資金集めをどうするかの課題がある。 

 

■その他 

・ 信州型自然保育認定制度の動きが

あり、県庁からネットワークにも

保育士への指導協力の打診が来て

いる。対応するための部会が必要

になるかもしれない。 

・ 事務局案を提示して、次年度につ

なげていきたい。 
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【交流会の部】 

 信州外あそびネットワーク恒例？持ち寄り交流会。望月少年自然の家の木曽前所長がリクエストに応

えて、美味しい手打ち蕎麦のふるまい。地元の竹太鼓＆ソーラン節「わわわっ」の演奏など、盛り沢山

＆充実の交流会となりました。ミーティングの続きの話し合いももちろん…。 

 竹太鼓を体験できたメンバーからは、「これって、山の竹を使って作れるね！」と、さっそくアクティ

ビティー展開の話が出ていました。明日のフェスティバルの前夜祭も兼ねて、熱く厚くアツク語りあい

が続いたことは言うまでもありません！ 
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実行委員長あいさつ（やまぼうし自然学校 古川誠） 

 ご来場ありがとうございます。キャンプネームは「じゃ

が」です。よろしくお願いします。今回、外あそびフェス

ティバルは、外あそびネットワークのメンバーを母体に、

そのメンバーの外で遊ぶ力をフルに生かしたイベントを実

施しようということでイベントを開催いたしました。 

 来てもらった皆様には、存分に外あそびを体感して、楽しんでいただき、より外あそびを好きになっ

てもらえたらとても嬉しく思います。ここにいるスタッフ、メンバーは本当に楽しいおもしろいメンバ

ーがそろっています。大人も子どもも全力で遊んで行ってください！どうぞよろしくお願い致します！ 

出展ブース紹介 

乗ってみよう（初心者向けマウンテンバイクスクール） キャンパーズヴィレッジ自然学校 

《紹介文》 

大人も子どもも、たった１時間で楽しく・安全に・楽にマウン

テンバイクに乗れるようになります。普通の自転車に乗れる方

ならどなたでもOKです。マウンテンバイクを単なる自転車だ

と思っていると大間違い！きっと新たな楽しみが見つかります

よ。JBA公認のマウンテンバイクインストラクターが指導いた

します。 

《参加者の声》 

●ドキドキした！ ●普段自転車に乗る機会はないが、乗って

みると楽しい ●坂を登るのが面白い ●意外と息があがった 

 

 

ネイチャーあそび NPO法人 信州アウトドアプロジェクト 

《紹介文》 

草花を活用した、昔ながらのシンプルでも楽しい遊びを楽しみ

ましょう！草笛、ススキの飛行機、花飛ばし、オオバコ相撲、

などなど。 

《参加者の声》 

●単純なあそびだから楽しい ●家のまわりの草花でもあそべ

そう ●お散歩しながらが、気持よかった ●笹舟であそんで

いて、夢中になって靴がぬれたけど、楽しかった！ ●親子で

身近な草花であそべるヒントをいっぱいもらった ●うちに帰

ってお友達に教えてあげたい 

 

 

信州外あそび 2015フェスティバル ９月 26日（土）・27日（日） 
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森の宝探しさんぽ 森のようちえん ちいろば 

《紹介文》 

佐久穂町の園長先生がピンチヒッター！森のようちえんの活動

を体験しよう！ギターで唄あそびやレク遊びを楽しんで、森で

宝物を発見しよう！森のお散歩は不思議発見の旅です。いつも

は中々、目を凝らさない世界に目を向けて、不思議がいっぱい

の世界と出逢おう。※雨天中止 

《参加者の声》 

●今日一番楽しかった！ ●日常的に静かな自然の中を歩くこ

とがないので新鮮だった ●目をやらないところに目を凝らす

のが楽しい ●感性を引き出すのに良いですね 

 

 

外あそびメシ！ ＆ 草笛を吹こう！ SAKU未来 100人会議 子育て・教育チーム 

《紹介文》 

外あそびメシ＞＞お腹が減っては遊べない！外あそびメシ（お

にぎり）を作ろう。 

草笛を吹こう＞＞森にはどんな草や葉っぱがあるかな？草笛

になる葉を見つけてふいてみよう！ 

《参加者の声》 

●草笛おじさんすごい！感動しました ●美味しいご飯が作

れて良かった ●外で食べるご飯は美味しいです ●いろん

な葉っぱを見つけて楽しめた ●子どもがいつもよりモリモ

リ食べていたのでびっくりしました 

 

 

ツリークライミング体験会 ツリークライミング®クラブ 恋のぼり 

《紹介文》 

ツリークライミングは専用のロープやサドル（安全帯）、安全

保護具を利用して木に登り、木や森、自然との一体感を味わう

体験活動です。「樹上から」という今までと違う視点で森を見

たり、五感を使い樹上の自然を体感すると新しい発見がありま

す。親子、友人で共有体験しませんか？ 

《参加者の声》 

●楽しかった！ ●たかい～！こわい～！でも楽しい～！ 

●高さや早さでなく、安全にゆっくり登れるのが楽しい ●雨

降りで心配したけれど、出来たので良かった  
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ノルディックウォーク体験会 ㈲白馬ヤマトヤ 

《紹介文》 

ノルディックウォークの体験を通し、楽しみ方、運動効果を説

明します。お気軽にご参加ください。 

《参加者の声》 

●一度体験してみたかったので良かった ●ストックがある

ことで、危険な場所も克服できて嬉しかった ●思ったよりも

楽しくて、もっと歩いてみたいと思った ●今日は充実した一

日になりました ●ネイチャーあそびと一緒に組み合わせて

もらった良かった ●アドベンチャーコース楽しかった！ 

●ストック買ってうちでも楽しみたいです 

 

 

カヌー体験 佐久市体育協会カヌー部 

《紹介文》 

サーフェイスアクション！水面を自由に動き回ろう。あなたに

とって新しいフィールドが広がります。水面からの景色を楽し

みながら、基本的な操作を体験してみよう。 

《参加者の声》 

●びしょぬれになったけど、楽しくて良かった ●２人乗りの

カヤックに乗ってみたい ●魚が取りたかった ●水にぬれ

て冷たかった ●面白かった ●めったに出来ない体験なの

で、来てよかった ●ほかの場所でも乗ってみたい ●いつも

と目線が違うのでとっても新鮮だった 

 

 

ブローライフル体験会 国際ブローライフル協会 

《紹介文》 

５メートル、10メートルの距離からターゲットを狙います。

ブローライフルは呼気を利用した楽しいアクティビティです。

使用する屋外ポールはモロコシ素材なので、自然への影響も少

なくてすみます。親子で挑戦してみませんか。呼吸を司る骨格

筋を鍛える方法は、あまりありません。この機会に是非体験し

てみましょう。 

《参加者の声》 

●的に当たってうれしかった ●親子で楽しめたので良かっ

た ●手軽にできるので、地元でもやってみたい 
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草木染め NPO法人 浅間山麓国際自然学校 

《紹介文》 

自然の素材から染料を作り草木染めをしてみましょう。絞り染

めという技法を使いオリジナルのハンカチを染め上げましょ

う。よーく考えて模様をきっちり決めても良し、なんとなーく

絞ってみて模様を作っても良し、とにかく素敵なハンカチ出来

ます。ぜひどーぞー。 

《参加者の声》 

●いいにおいがした ●完成した布を広げた時、感動した ●

カラマツの木でこんな色に染まるなんてびっくり ●輪ゴム

や割りばしで模様を作るのが楽しかった  

 

 

間伐体験 佐久市協和財産区 

《紹介文》 

森林を育てるために大切な作業。もりづくりを体験してみよ

う！中々、体験の出来ないプログラムです。是非、沢山のご参

加お待ちしております。※雨天中止 

《参加者の声》 

●初めて木を切ったけど楽しかった ●木が倒れるところバ

リバリ言ってドキドキした ●ヒノキのにおいが良かった 

●のこぎりにはまっちゃったよ ●もっと倒したかった ●

切れて良かったし、お土産ももらえてよかった ●一人だと不

安だったけど、助けてもらえて感動した 

 

 

昔ながらの遊びを楽しもう！ NPO法人 わおん 

《紹介文》 

けん玉、お手玉、ベーゴマ、皿回しなどの工夫次第でいつま

でも楽しく遊べて、集中力を鍛えたり、脳を活性化させたり

することができる遊びを楽しみます。 

《参加者の声》 

●ベーゴマは難しかった ●１日目に出来なかったことが

２日目に出来るようになって嬉しかった ●懐かしいあそ

びがあった ●バスを待つ間に楽しめた ●ゲームが楽し

くって盛り上がった ●かわいいグッズがあった ●いく

つか出来るようになった 
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木育ワークショップ（箸作り） 酒井産業㈱ 

《紹介文》 

雨プロに箸作りワークショップはいかがでしょうか。木育体

験プログラムとして人気です。ヒノキの香りを楽しみなが

ら、カンナで箸作りを体験できます。 

《参加者の声》 

●親子で楽しくできた ●自分で使う箸ができてうれしい 

●左右で太さの違う箸になったけど、大切に使います ●子

どもが集中しているのでびっくりした ●カンナが上達し

たよ、面白かったです ●自分でお箸を作れるなんてびっく

りした 

 

 

森のクラフト工房 長野県森林インストラクター会 

《紹介文》 

枝や木の実・まつぼっくりなど森の恵みを自由に組み合わせ

て、工作しましょう。作品は自分だけの宝物！めざせ森のア

ーティスト！ 

《参加者の声》 

●木から直接切り出す大変さ、木を伐る感触がはじめてで楽

しかった ●少しむつかしかったけど楽しかった ●彫刻

刀が上手に使えて嬉しい ●自分で作ると愛着がわくね 

●自分だけでは技術が無いけれど、教えてもらってできたの

で良かった 

 

 

森の中の野菜屋さん 名もない農家 

《紹介文》 

日々の「農」の作業に精を出し自然の恵みに感謝。そして、

その恵みを大切にいただくことで究極な贅沢を追求する

日々を過ごす。その中で、今出来ること次世代に残すべきこ

とを考える。「完全農薬無使用の野菜＆お米」あえて昔なが

らの方法で作業を行うことで得られる物事のどおり実る作

物たちに感謝。 

《参加者の声》 

●みそ玉、便利だし自分で作れて楽しい ●簡単で美味しい 

●寒い時には嬉しい ●いろんな野菜が美味しそう 
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外あそびファイヤー 

外あそびの達人が大集合…豪華なファイヤーマスターリレーとなりました。コーディネーターは、かっ

つん改めクレソン！お泊り参加者限定、みんなの笑顔があふれる時間となりました。 

 

①草笛おじさん「草笛アラカルト」 

草笛の魅力！となりのトトロから、つかみはオッケー！ 

②かあさん＆とうさん「竹太鼓」 

どこからか響いてくる竹の心地よい音色。トーチ点火を盛り上げてくれました。 

③りょーすけ「トーチ点火」 

両手に持った松明を、ぐるんぐるんと振り回しながら…大迫力のトーチ点火でした！ 

④にーくん＆なな「猛獣狩り」 

大学生のフレッシュコンビ、アイスブレイクも兼ねつつ手をつないだり笑ったり。 

⑤りょーすけ＆れっつごー「もうじゅうがり」 

違うパターンの流石のアレンジ…同じアクティビティでも飽きない楽しさ。 

⑥ぷぅさん「けん玉」 

昔あそび、暗い中での技披露…。子ども達も参加して、頑張りました。 

⑦ようちゃん「やること一緒、言うこと反対」 

「み～ぎ！」と言いながら「左」へジャンプ、ハードルが上がっていくのにドキドキでした。 

⑧よしよし＆たっくん「ユポイ」 

見かけと違って（ごめんね）、スピーディーなアクションに歓声と盛り上がり度がアップ。 

⑨ワッフル「ＵＦＯ」 

未確認飛行物体が？地球防衛軍になった気分です。 

⑩ながいも「ハレルヨ」 

明日のお天気を祈って…「○○○、ハレル～ヨ♪」と大合唱。ながいもの澄んだ声に感動。 

⑪じゃが「チーム対抗大声対決」 

３チームに分かれて、大きな声を競います。判定はいかに…。 

⑫エンディング 

ファイヤーが燃えながら静かに小さくなっていきました。心を落ち着けて、眠りに向けて。 

  

みんなで楽しみました！ おまけ？マシュマロ焼き 
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ロゴマークコンテスト入賞作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ロゴマークコンテストにたくさんの作品

を送ってくれてありがとう！フェスティ

バル開催中に参加してくれたみんなに投

票をしてもらった結果、信濃町に住んでい

る小学３年生、小松紅璃（こまつあかり）

ちゃんが優勝したよ！おめでとう～げん

げん！入賞作品を紹介するよ。 

元気の助っ人「げんすけ」 
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スタッフのふりかえりコメント 

 天気もなんとか持ち堪え、絶好の外あそび日

和でした。大きなトラブルもなく、参加して

くれた子ども達、保護者のみなさん、出展者

のみなさんには楽しんでもらえたかと思い

ます。子ども達の外あそびを日常化すべく活

動しているわけですが、今回のようにアクテ

ィビティを体験するものだけでなく、子ども

達が日常生活の中で遊べるようなもの、自然 

をフルに使った鬼ごっこ、ぴかぴかの泥だんご作り、お気に入りの石交換などがあっても面白いか

もしれません。個人的なイメージとして、その場所に行かないとできない、その人がいないとでき

ない等だけでなく、子どもだけでできるもの、子ども達が「外で出て、あそびたい！」と思う、き

っかけになるようなものが外フェスで発信できたら良いなと思います。昔に比べて、外で遊ばなく

なったのは、室内でできるテレビゲームなど面白いものがたくさん溢れかえっているからだと思い

ます。子どもも、もちろん大人だって「外でこんな面白いあそびができるんだ！」ということを実

感すれば、自然と体は外へ向いてくるのではないかと思います。 

 楽しんでいる皆さんの笑顔が何よりの励み

になりました。雨天の対策が足りませんでし

た。雨なんて考えもしなかった？フィールド

が濡れていたため、何人もの方にお弁当はど

こで食べればいいかと聞かれました。雨天時

体育館の利用の割り振りなども決めておけ

ばよかったか。救護所があればよかったです。

キャンプファイアーの時、竹太鼓の姿が見え

ず、紹介もできず残念でした。とは言え突発

的に対応していただいた宴者さま、りょ〜す

け、ありがとうございました。 

 大きな怪我もなく滞りなく無事に終えたことは本当に良か

ったです。子どもたちの充実していた顔がとても印象的で

した。雨プロの共有は実行委員で確認しておけばよかった

です。受付では、さまざまな対応をしてもらい本当に感謝

いたします。2 日目のみまきっ子参加では、集団受付対応

を可能にしていただきありがとうございました。また 1 日

目のみだった、はし作りも対応していただき子どもたちも

喜んでいました。 

  ※当日の模様を、信濃毎日新聞に掲載していただきました。  
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■■■平成 27年度 子どもゆめ基金助成活動■■■ 

【主催】信州外あそびネットワーク 【共催】長野県望月少年自然の家 

【会場】長野県望月少年自然の家 

【実行委員】 

   信州外あそび 2015フェスティバル実行委員 

    田口眞嗣 鈴木道郎 田村恵子 小島真一 中村晃二 上薗美千代 降幡光幸 

   2015信州外あそびミーティング実行委員 

    古川誠 新見亮介 上薗美千代 南坂博和 渡邉真也 村重恵美 降幡光幸 

   ≪事務局≫ 降幡光幸 小島真一 上園美千代 

【講師】辻幸一郎 泉裕己 吉田理史 内保亘 土屋一彦 比田井章 村重恵美 南坂博和 

    松沢正仁 木内義春 前澤康代 杉山隆 山田勇 山田直美 小原大輝 飯島寛 

    畠山桂 新見亮介 廣田美和子 中村晃二 小島真一 古川誠 加々美貴代 

    清水友哉 上薗美千代 渡邉真也 藤村哲 岡田真平 

【後援】長野県 長野県教育委員会 佐久市 佐久市教育委員会 

 


