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樹の親子当てゲーム＆稚樹救出作戦樹の親子当てゲーム＆稚樹救出作戦

　待ちに待った、竪穴式住居づくりの日

です！天気は快晴！！午前中から次々と

子どもたちが遊びに来ました。一日プロ

グラムだけど、みんなちゃんとお弁当持っ

てきたかなぁ？

　この日作る予定の竪穴式住居の大きさ

は、直径３メートル。やや小さめだけど、

大人でも十分立ち上がれるぐらいの広さ

の住居です。

　沢山の材料をみんなで運んで、作業ス

タ ー ト！ま ず は 支 柱 を ６ 本 立 て ま す。

３０センチ程の深さに彫った土に、まっ

すぐめな樹を埋め込みます。その後、梁

をつけて…。骨組みがどんどん補強され

て、上に人が乗っても大丈夫な強さに！！

　子どもたちも骨組みの上に乗って、作

業のお手伝いをしていました。

　骨組みが完成したら、いよいよ壁作り。

ちょっとづつ束ねたワラを竹で挟んで止

めていきます。本当は、縄文時代はまだ

稲作ではなかったのでワラではなかった

のですが、今回はワラで代用です。

壁を作り始めると、かなりそれっぽい形

になりました。

　最後まで仕上げるのにワラが足りな

かったので、今回は半分ぐらいまで。

　次の自然遊びのときに、追加作業して

完成させたいですね。

　最後に、土器でつくった釜で炊いた古代

米を試食。もちもちしておいしかった～！

火おこし体験や、落とし穴づくり、弓矢

を作って飛ばしたり、森の中にロープを

張りめぐらしたりなど、この日の自然遊

び教室はみんなアクティブに遊びまわっ

ていました。

　ご協力いただいた、（財）京都市埋蔵文

化財の皆様、ありがとうございました！！

暖かくなり、さまざ

まな稚樹が芽を出し

てきたこの時期。

親 樹 の 葉 っ ぱ や 臭

い・・・色々な特徴を調べながら、子ど

もの樹を探します。

ちいさい子も一生懸命さがして、あちこ

ちから「見つけた～！！」と声が聞こえ

てきます。小さい子もがんばって探して

くれて、とてもいいプログラムになりま

した。

ゲームの後は、稚樹救出作戦！宝が池の

森の中では、せっかく出てきた小さい樹

も、シカに食べられてしまったり、日が

当たらなかったりして育たないことが多

いので、稚樹を救出して苗木になるまで

育てる山のお手入れ作業です。

一生懸命作業して、たくさんの稚樹が救

出できました。

5/1
(sat)

5/15 (sat)

▲稚樹救出作戦中

▲最後はみんなで記念撮影、パシャっ

▲ちっちゃい木見つけたよ

フジ　（藤）フジ　（藤）

　日本においてフジといわれるものはノ

ダフジ。ツルは木に巻きついて登り、高

い樹冠にまで広がっていくので、上を見

ないとに気づかないことも・・・。

　宝が池にもフジは多くあり、今年も紫

色のきれいな花を咲かせていました。

　紫色のとってもきれいな花を咲かせる

んだけど、かなり太く大きくなるので、

そのツルで巻きつかれた樹をじわじわと

絞め殺しちゃうこともあるんだよ。

　そうならないように、毎年フジのツル

は刈り取って、カゴを作ったりして利用

するんだね。
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REQUEST

寄付や貸出を寄付や貸出を

お待ちしています！お待ちしています！
・家の書棚で眠っている絵本

・季節の飾り物、イベントグッズ

・あそび道具および、作るための材料

・屋外用の物置棚

・昔の道具（農具、民具）、わら（カヤ）

使わなくなったもので、これはどうだろう？

と思うものがあれば、ご一報ください。

こんな情報をこんな情報を

集めています！集めています！
・宝ヶ池付近の歴史、農業、云われ

・大文字の送り火とのかかわり

・宝ヶ池付近のいきもの情報（今・昔）

・簡単な遊具の作り方　　などなど

ご協力のお願い

　通常プレイパーク

 6 月  　6, 13, 20, 27日（日）

毎週日曜日開催です。

　自然あそび教室

■６月５日（土）午後１時集合

「「草木染＆森の植物探検草木染＆森の植物探検」」

（＆竪穴式住居の壁補強）（＆竪穴式住居の壁補強）

■６月１９日（土）午後１時集合

「「森の一日森の一日」」

※用意するもの：汚れてもよい服装（長

袖・長ズボンが好ましい）、運動靴、靴

下、帽子（黒っぽい色はハチに攻撃され

やすいので避けてください。）、タオ

ル、飲み物、筆記用具

※自然あそび教室は、予約が必要な場合

があります。詳しくは宝ヶ池ブログ

（http://www.kyoto-ga.jp/takar 

gaike_park/）または、宝ヶ池運営事務

局（TEL０７５－３５２－２５００/担当野田・

小川）までお問い合わせください。

INFORMATION

6月の予定

　竪穴式住居を作るということでと

ても楽しみにしていました。教科書

などでしか見たことがない竪穴式住

居をどのように作るのかとても興味

がありました。柱となる木を立てて、

入り口を作ってみるとそれとなく家

に見えるが、記憶にある竪穴式住居

とは少し違いました。しかし、屋根

をつけ固定していくと不思議なこと

に竪穴式住居になってきました！

　作業を進めながら子どもたちと話

をする中で、まだ歴史を習っていな

い子どももいたのでどれだけ前の人

が住んでいた家なのか説明するのが

難しかったです。その子どもからし

たら、自分の祖父母あたりが昔の人

だったのでもっともーっと前の人の

ことだよと言うとなんとなく分かっ

てくれました。

　竪穴式住居を作るのと平行して、

火起こしも体験させてもらいまし

た。私にとって初めての経験でとて

も楽しかったです。

　自分たちで起こした火を使ってご

飯を炊いてくださいました。しかも、

そのご飯が古代米ということでます

ます楽しみになりました。古代米が

どのようなものか知らなかったで

す。だから炊くと赤くなり食べると

もち米みたいな感触だったのがとて

も印象深いです。子どもたちと炊き

立てのご飯を竪穴式住居の中に入っ

て食べたことがとてもいい思い出に

なりました。お天気にも恵まれとて

も楽しい一日を過ごすことができま

した。ありがとうございました！

VOICE
みんなの声

子供たちと一緒に遊んでくれるプレ

イリーダーや、自然遊び教室の運営

をサポートしてくれるボランティア

スタッフを募集しています。

中学生以上ならどなたで中学生以上ならどなたでもも OOKK！！

当日の昼食は支給します。当日の昼食は支給します。

ボボラランンテティィア保険にア保険に加加入入いいたたししまますす。。

直接プレイパークにお越しいただく

か、宝ヶ池運営事務局までお問い合わ

せください。

竪穴式住居づくりを竪穴式住居づくりを

体験して・・・体験して・・・

2010年５月30日発行

写真：こどもの日の様子

６月号
今年のゴールデンウィークは、晴天に恵まれた連休になりまし
た。プレイパークも、みどりの日、こどもの日とオープンして、
毎年恒例のこいのぼりも上げました！！
竪穴式住居づくりに、ちびっこまつりと、イベント盛りだくさ
んな５月となりました。
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The Environment Report

　葉盛りを迎える５月。今年は例年よりも

気温の変化が大きく、花期が長かったよう

に思います。

　ゴールデンウィーク時期、樹林の上を眺

めると、フジの花と蜜を吸いに来た小鳥が

みられました。丸太橋を渡ったあたりでは、

例年見られるシマヘビにも遭遇しました。

　トカゲも多く見られ、尻尾がきれていた

り、妊娠しているらしいまるまると太った

トカゲがハウスの周辺で多く見ることがで

きました。

　今年度期待してい

た、ヤブツバキの稚樹

は思ったよりも少な

く、数少ない稚樹を育

生することとなりまし

た。シカの食害対策も

考えなければ・・・。

　小鳥たちのさえずりも賑やかで、暖かな

日がつづいた５月前半にくらべ、後半にな

ると雨が降り、気温も下がり肌寒い気候に。

２３日（日）には大雨が降りましたが、そ

の中でもカッパを着て元気に遊んでいる子

ども達が数人見られました。

　へちま・ひょうたんの種を植えました。

今年はひょうたんが実るのを期待したいで

す。

5月の宝ヶ池の様子5月の宝ヶ池の様子

16(sun)

23(sun)

30(sun)

09(sun)

通常プレイパーク開催報告 日曜・祝日開催　am10:00オープン

05(wed)

04(tue)

こいのぼりが泳いでます！

con

今年初のテント登場！

目的はないけど・・

とにかく穴を掘る！！5月

ちびっこまつりちびっこまつり

の様子の様子

こんなに沢山の材料を

使います。準備するだ

けでも大変ですよね。

（財）京都市埋蔵文化財

研究所さんありがとう

ございましたっ！！
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どろんこ遊び中

竪穴式住居の中に

インテリアを作ったよ

ばんちゃんが作ってくれた

アイテムだよ～

へちまとひょうたんの
種を植えました。

▲火起こし体験。

作業後は、古代
米を竪穴式住居
の中で試食。
気分は古代人？

フジの花をハウス前に
飾りました。

モチツツジの花が咲き
ました。

▲

▲

プレイリーダー
むつみちゃんより


