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遊ぴ あふれ る まうヘ ノ

感じて
いること。

設で 僕が高校生の時に中

高生のlll間 と作つたんだ

よね.
にゅ―●

NttS:え ?どういうこ

と?

半田 :高校生の頃 茅野

市の高校生フォーラムに

出たのがきつかけでね。茅

野つて田舎だからカラオ

ケ BO× とかゲーセンと

か、高校生が集まるような

場所もなくて しょうがな

く駅前にいたりすると 大

人たちから白い目で見ら

れる.俺たちどこにいた

い ま :、

ある日誰かが気がついた。

野県諏訪郡原村     :
森
"和

加子 (わか)せたがや子どもワカモノ :

ねっと 東京都世田谷区  :

「N tt Sっ てブレーワーカーの特集やらないよね?」

あれ、そうだつけ?ちょつと前まで「こちらプレーリーダー研究所」

なんて連載もあつたし、結構発信してると思つてたけど、

そ一言われれば、特集は案外やつてないかも…。

とゆ―ワケで、各地で活躍するイキの良いワーカーたちの、座談会を開きました1

遊びの最前線に立つ彼らの思いをお聞きくださしJ

NttS:中高生の居場所つて どういう

ものなの?

半田 :地元 茅野市の駅ビルにある
「CHUKOらんどチノチノJっていう施

らいいんだ?みたいな話をしたら 行

政も地域の人も「そういう場所は必要だ

ね」みたいに言ってくれて それて出来

た.

全員 :素晴らしいねえ.

(`う |よう

半田 :設計とか 利用規約とかも高l・ 生

たちでつくつて お金は全部行政から.

今も行政の直営です.誰が来でもいい

し Jロゴロできたリ ノヽンドの練習が

できたり 。僕はそこの職員として 屋

内と屋外の違いはあるけれど プレイ

ヮーカーとほぼ同じようなことをして

る。つまり 来てる
=た

ちの「やりたいJ

を応援するっていう感じかな.

I高
校生の時、居場所をつくつた。

NttS:まず自己紹介からいきましょう

本日Skype参力]のはうはうから どう

そ|

はらまら

半田 :協会の長野県地域運営委員やつ

てます。普段は 中高生の居場所で働い

てます。最初 横浜の「NPO法人横浜に

ブレイブヽ―クを創ろうネットワークJ(ll

下YPC:横浜県神奈川市)で 2年 プ

レイヮーカー1多行をして 地元 長野に

帰ってきました。今は 2カ月に 1度ぐら

いのペースで 県内のいろんな遊び場を

回ってプレイワーカーをやっています.

それと 自分の地元て冒険遊び場を開く

ための NPOを立ち上げて 周辺の行政

や住民の人たちにrplきかけてもいます.

と言うな 今はそんな風に「遊び場やりま

しようJと動いてる時間の方が多いかな.
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高構 :そ この職員つてことは 準公務

員 ?

半田 :任期付醐員であと2年間。だか

ら そオ1が終わつたら自分のNPOの活

動に本腰を入ねようと思つてる.

l現場以外の可能性を求めて。

局をやるfdと して 現場以外の経験を意

識的に積んできました.

この 「現場以外の可能性Jをさらに探

るために YPCを辞めて中間支援の

NPO法人の職員になつて そこでま

た 3年。その間、休みの日には常設じや

ない遊び場のワーカーや請演に呼ばれ

たり 遊び場とつながりつつ働きま

した.独立したこの 4月 からは

TOぐ/O Pυyで 東京都内で

道遊びを広げるプロジェクト

を担当しつつ 弓き続き中間

支援の NPOでまちつくり系

のプロジェクトも担当.それ以

外の時間で遊び場にワーカー

どもの森 J

というのをや

りたいつて誌が

あって 試行期間

にお手伝いしてま

した.それもちょう

全員 :ひえ～

上田 :それとは

別に 区のみど

りに進課つてい

う部詈が『こ

高橋 :プ レーリーター

と名乗 り出 して
'3

年.有償 無償 常

勤 非常勤いろい

ろな形てやつてき

て この4月から個

人事業主になつて完

全にフリーランス

になりました.

大営院生の時に

冒 険 遊 び 場 を

知って 第2回の
※全国集会で 「プ

ト ト

として入つたり 個人的に

もいろいろ動いています.

×全国集会 1冒 険遊び場づ

くり全国研究集会 (以下 同)

lxu, r +raa;e.u..
上田 :私は 練馬のあそびつこネット

ワーク (以下あそびつこ)で プレ

イつ―カーを始めて5年目にな

ります.

NttS:まだ5年目だつたんだ |

激動の 5年だったよね。

上田 :ち ようど団体が成長

期に入つたタイミングと重

なつて それはもう (実 ).

,夕 ,t!

ど一昨年プロポーザルがあつて 企業

さんと」Vを組んで なんとか取れたん

です.で 週フの現場がガツンと増えた

(実).

全員 :うわ～ |

上田 :― lF年 まで プレーワーカーは

llA l人の年もあつたし 非常勤のプレー

ヮーカーと 2人とか。そんな体市Jだつた

のに 一気に常勤 5人 非常勤めつちや

いるみたいな体制に (笑 ).

全員 :爆実

上田 :だから去年は 急に団体も大きく

なつて どの事業もどうや

レーリーダーがやりたいですJつ てア

ピー,レ したら 片倉うさぎ山プレイパー

ク (神奈,県横浜市)が声かけてくれて

それから横浜を中心に全国のいろんな

現場を回ってました。大学院卒業してか

ら うさぎ山に押しわHすで (笑)プレー

リーダーになつたんだけど、その後 実

家の事情て地元の大阪に戻ることに.当

時の関西は プレイワーカーでは食えな

かったので サラリーマンになり 建設

コンサルタントや教育コンサルタント

を経験.5年ほとして やつばり遊び場

をやりたい と横浜に戻ってきてYPC
で 3年働きました 横浜に戻つてから

は、プレイワーカーとしてどうやつて生

きていくかを ずつと考えてたんだけ

ど 自分は最終的によ現場よりも どう

やったら子どもが もつとイキイキでき

る社会になるか?つ てことをやりたい

と思った。で 当時ちょうど横浜で全国

集会があったので その事務局をやつた

り YPCの組織強化フログラムの事務

る?て てんやわんや

屋外版子育でひろば

も プレープヽ―クも

とりあえず現場に

出て必死で した.

今年 私はまた新

たなステップとい

うことで こともの

森の常駐スタツフを

やり始めたところ

です。

私が働き始めたlrlの あそ

びっこは 光が丘て冒険遊

び場をやつてるだけの団
より

'体て 法人化したばかり.区から補助寧

業として補助金をもらうようになつた

関係で月1て近所の公園に出張を始め

ました みたいな段階.

練馬EwE全土に遊びを広げるために 毎年

出張先を証行錯誤しながらどんどん増

やしていって 土日に月1の現場を複数

やってた年もあつたし 加えて水曜放課

後に月1を 4カ所回り続けたり 週1を

3カ月限定で 4カ所やる年もあったり

転機は一昨年.反響の多かつた平日午前

中のちびつこ向けプレーバークの時間

を 屋外版の3育てひろば事業「おひさ

まぴよびよJと して区の事業としてやり

ましょうつて言つてくれて、回数も場FF

も増やしてほしいつてなつた。こちらも

少しずつ増やしてて、週1～ 2回開く現

場が去年は4カ所 今年は 6カ PF.

l彗13究第デタ

`」

ユになつていた。

根岸 :私は NPO法人プレーパークせ

たがや (以下ぷれせた)で 6年間 ブレ

イワーカーとして勤めていました。で

そこを辞めると決めた冬に 大阪市西

成区の※「こどもの里Jに連れて行って

もらつたんです。そしたらそこで 「次

年度西成区がプレーバーク事業を立ち

上げるんやけど プレイワーカーいな

しヽねんJという話になリ ワーカー辞め

たはずなのに その2カ月後によ大阪に

弓っ越して またプレイワーカーになつ

て (笑 )、 今年で 3年目です.

× 「こどもの里J:国内最大の日雇い

労働者のまち 釜ケ崎で 1977年から

活動を続ける 子どもの遊び場 居場
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市Jだつた区のプレーバー

ク事業を 他の団体が

もらえるんだけど ―緒に食べる

人がいないから 毎日毎日遊び

場で 「おこるから ご飯行こ

うよ?Jって声かけてるの.

あと逆に 「イ可日もこ飯食

べてない」つて言う子が

いたり….

受託 しちゃつた。そ

れそれに聞かされて

いた話撻 つたり 意

思疎運が難 しくて大

変でした.2年目も

次こそはつて思つ そういう出会いが重なつ

たタイミングで ※仁藤

夢乃ちゃんの話を聴く機

会があつたの。彼女から

今の若者が巻き込まれて

所。あまりにも広く深く活動を展開され

ているの0この短いコラムでは説明で

きません。現在ドキュメンクリー映画「さ

とにきたらええやん」力ヽ 東京大阪ほか

で上映されていますの(興 味のある方

はぜ0そちらをご鑑賞ください 1

NttS:でも 遊び場立ち上がるからっ

て行つたのに 最初大変だったよね?
みなみ

根岸 :最 初の年は  公募

若者に関する活動をしたいと思ったの

は ぶれせたでの最後の年 家出をす

る吉者たちがいたんだよね.12月の寒

い時に落ち彙に埋もれて寝てた子がい

たり 別の子は段ボールで寝てたり.で
「君ち葉とか段ボールって暖かいんだ

よねJとか言ってる.あと 家族と―結

に住んてるけど 家に誰もいなくてこ飯

をずっと一人で食べてる子もいて .あ
る小掌 6年生の子は 毎日5千口ずつ

考えようよつてな感じてやってます。あ

と 世田谷区が 大学生が運営する中高

生の居場所つていうのを始めたんだけ

ど なかなか難しいみたいて 縁あつて

そこのサポートもやってます。
に0-す
NttS:でも 元々は子腕 児親子への間

心が強かつたよね ?
わ 0
森川:もちろん そっちもやつてる (笑).

遊び場の敷地内にあるお出かけひろば

でブレイワーカーやったり 古棠のは

らつぱで アタシが言い出しっべて立

ち上げた事し幼児親子向けのブレーリヤ

カーがあるんだけど それも継続して

る。あと まりながいる練馬の屋夕ヽ版

おでかけひろばも―力所担当させても

らつてる.そこがすこいことになって

て 普通の児童公園に 親子合わせて

200人ぐらい来るの。

全員 :200人 ?(どよめき)

上口 :そうそう ちょい大きめの普通の

児重公園なんだけど 毎週 200人 ぐら

い 保育園のおさんぽも来で多い時は

300ノ、…

全員 :300~?鮨 叫)

=,●上口 :秋とか のべじやなくて 瞬間人

数で200いますね とにかくその公園

のあたりつて 遊ばせる場PFがホントに

ないから お母さんたちの需要が高過ぎ

るのね。どうやつて外て遊べばいいの ?

とにかくこの子のために遊

びたいつて感じがひし

ひし伝わつてくる.

NttS:い や～ お

母さんも子どもも

大変だなあ.そこっ

てどれぐらいの頻

辱子行つてるの?  1
森川 :週 1.

たに一

全 員 :う 一 ん

厳 しいねぇ…

元々西成区で連ぴ場をつくりたかった人  いる現状を聞いで アタシの周りにも同

たちと―結に 智自で閉攻にr.った小掌  しようrd状 況の子はいつまいいるなっ

lIで遊び場を始めました.3年目は そ でブッとしたの.例えば家出した彼ら

の遊び場をやりつつ 4コ体で」Vを組 も 遊び場関係者の家に泊めてもらつた

んで 区のプレーバーク事業に再び応  りして その時はなんとかなつたけど

壽。そこでやつと受注できました。ちな 一歩間違えれば思い大人たちに取り込

みに EKIの rr.び場も またl_う閉校した まれる可能性だってあった ここはなん

ところでやつてるんです.と 言うのも  とかしたしヽなつて.

NttS:具体的にはどんな活動をしてる

てたのに応募 じ

そこねたり (実 )

で、紆宗由折いろ

いろ.そのなかで

l若者のこと、乳幼児親子のこと。

森川|:アタシは ぷれせたの駒沢

はらつばプレーブヽ―ク (以下

はらつば)で 9年間 すっと

同じ現場でプレイワーカー

として勤めていました.

そこを 2014年度いっぱ

いて退職して 今は「せた

がや子どもワカモノねっ

とJという団体を ぶれせ

たて同期だったタカ (吉

EE員文)と―結に立ち上

の ?

森川 :今はとにかく場所がないから 地

区会館を借りで夕食会をやつ

たり 何をするわけてもな
★

と 自己紹介が終わったところて、な

んと|もはや予定していたページ数が

尽きてしまいました。もちろんじゃべれ

る人たちにお願いしたんですが 皆さん

ホントにしゃべり出したら止まりまへん

がなく実).この後 まだまだイイ話 考

えさせられる話がいつぱいですので 対

談の続編は次号に掲動します.待てしば

し (一 つて何力月あるねんって話ですよ

ね ホントすいません)

文責:アタル1/レイアウトi中村和郎(ムー)

いけど とにかく集まれ

る場を開いてる。で、活

動をやり始めると 漢

字とか計算ができなしヽ

ままハタチを超えてし

まって、社会に出にく

い若者たちにも結構出

会ってきて 与び直し

みたいなことも―緒に

やつてみたり とにかげて 若者の居場所つく    '"
りをしています。ただ 世田谷ではとに く若者たちが「困っている」ことがあっ
かく場所がなくて き戦中 (苫笑).    たら なんでも一緒にやろうよ ―緒に
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