
■後援／文部科学省、厚生労働省、国土交通省、環境省、林野庁、
神奈川県、横浜市、朝日新聞社、読売新聞東京本社、共同通信、
環境緑化新聞、( 財 ) 横浜市緑の協会、( 社 ) 全国社会福祉協議
会、( 財 ) 公園緑地管理財団、( 社 ) 日本公園施設業協会、こど
も環境学会、IPA( 子どもの遊ぶ権利のための国際協会 ) 日本支
部、プレイグラウンド •セーフティ •ネットワーク

■協賛 ／ 財団法人  横浜市青少年育成協会
　　　　　　　     大正大学

大正大学 「のびのびこどもプロ

ダクトコース」 のサブコースには

プレーリーダー養成コースがあ

り、大正大学は 「一斉開催の日」

を応援しています。

 のびのびこどもプロダクトコース

 環境コミュニティコース

環境コミュニティ専攻+ティーダック

　　この 3 日間、日本中の遊び場で子どもたちの元気な
　笑い声が一斉に響き渡ります！  さぁ、外に飛び出して、
      　   ……   「 もっと もっと もっと 外遊び！ 」　……
　子どもたちが豊かに のびのび遊び育つことを願って生まれた “ 冒険遊び場 ”
は「自分の責任で自由に遊ぶ」というモットーのもと、主に地域住民の手で、
運営されています。1975 年、東京で始まった冒険遊び場は現在、行政をも巻
き込み、日本全国 250 カ所以上 にも広がりました。今年開催される『第５回
冒険遊び場づくり全国研究集会』のプレイベントとして、そしてまた「うるさ
いから、危ないから」と、まちから遊び場や遊具が消えていくなど、子どもた  
　ちの遊び環境が危機的状況に瀕していることを広く社会に伝え、
　外遊びに対する閉塞感を打破すべく『冒険遊び場全国一斉開催』
　を実施いたします。近くの遊び場を見つけてぜひご参加下さい。  　　

 ■主催／お問合せ
　特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会

 http://www.ipa-japan.org/asobiba/
zenkokusyukai@ipa-japan.org

                 〒 154-0003 東京都世田谷区野沢 3-14-22

     　　　　   TEL 03-5430-1060

第５回冒険遊び場づくり全国研究集会
『外遊びが社会をひらく〜もっと もっと もっと遊びを〜』

●日時／ 2010 年 10 月 30 日 ( 土 )  •  31 日 ( 日 )
※オプション企画：29 日 ( 金 ) 近郊遊び場見学ツアー
● 場所／神奈川県横浜市 野島青少年研修センター
■助成／独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業

2010

8/28sat,29sun,30mon
（各遊び場の開催日時については協会 HP をご覧下さい。）

@ この企画に参加、賛同した
日本全国の 160 カ所の冒険遊び場

　　ぼく、
あそビーバー！
8月 29 日はみんな、
　外に飛び出して
　遊ぼうよ〜！
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賛同団体 
※冒険遊び場全国一斉開催の日には参加 

できませんが、趣旨に賛同してくれた 

団体です。 
 

北海道 あそびばネット北海道 

北海道 北海道子連れプロジェクト 

東京  江戸川遊ぼう会 

東京  こぎつねはらっぱ 

東京  石神井・冒険遊びの会 

東京  立野冒険遊びの会 

東京  こまつなエコキッズ 

東京  東くるめ冒険遊び場づくりの会 

東京  まちだ冒険遊び場をつなぐ会 

東京  みはらしプレーパークの会 

東京  東大和七森プレーパーク 

神奈川 あそび発信基地 

神奈川 座間にプレイパークを作る会 

神奈川 茅ケ崎に冒険あそび場をつくろう会 

神奈川 つるみプレイパーク 

神奈川 プレイパークをつくる会＠西湘 

埼玉  埼玉冒険遊び場づくり連絡会 

埼玉  入間遊び場づくり協会 

埼玉  大妻はらっぱ 

茨城  つくば遊ぼう広場の会 

千葉  柏プレーパークの会「あそぼうよ」 

千葉  こどものあそびば 

千葉  銚子冒険クラブ 

千葉  ハピパ 

千葉  八千代市プレーパーク実行委員会 

大阪  みんなであそび場つくろう会（MAT） 

兵庫  かこがわ冒険団 

広島  冒険遊び場てんぐりかっぱ 

福岡  福岡プレーパークの会 

福岡  NPO 法人大地 

福岡  プレーパークおおむたあそばせ隊 

熊本  中無田プレイパーク 

熊本  飽田西プレイパーク 

熊本  おもしろ村 

熊本  託南プレイパーク 

熊本  画図プレイパーク 

熊本  壺川プレイパーク 

熊本  壺川プレイパーク（おやじの会） 

熊本  北部東プレイパーク 

熊本  楡木プレイパーク 

熊本  御幸プレイパーク 

熊本  プレイパーク城山 

熊本  花園プレイパーク 

熊本  池田プレイパーク 

熊本  龍田プレイパーク 

熊本  日吉プレイパーク 

熊本  飽田南プレイパーク 

熊本  尾上プレイパーク 

熊本  城西プレイパーク 

長崎  相浦に冒険遊び場つくらんば隊  

2010 年冒険遊び場一斉開催 

参加団体 １１７団体 

賛同団体  50 団体 

掲載順不同 

開催場所などの詳細はコチラ 

をご覧下さい 

http://zenkokusyukai.jugem.jp/ 

 

携帯の人はこちらから 

 

東北・北陸・甲信越 
■北海道  

福井中央公園プレーパーク（28 日) 

■宮城  

海岸公園冒険広場 

ふるじろプレーパーク   

西公園プレーパーク 

■富山 

冒険遊び場・一日プレーパーク 

■長野 

あそび屋わにわに   

塩尻北部公園プレーパーク（28 日）  

原っこの森 

 

関東 
■東京 

池袋本町プレーパーク 

いなりプレーパーク 

烏山プレーパーク 

きつねはらっぱ冒険遊び（30 日） 

きぬたまあそび村 (28 日) 

木場プレーパーク     

くじら山プレーパーク  

駒沢はらっぱプレーパーク   

ゆきやなぎプレーパーク小松川の会 

公園を巡回するプレーリヤカー   

国分寺市プレイステーション（28 日） 

さくらの丘で冒険遊び場（30 日） 

さるえプレーパーク   

品川二葉のはらっぱ 

渋谷はるのおがわプレーパーク 

白銀公園冒険あそび 

自由遊びの会「森であそぼう partⅡ」   

新宿中央公園わんぱーく 

新宿・戸山プレーパーク   

杉並冒険遊び場☆のびっぱひろっぱ 

せせらぎ冒険遊び場 

世田谷プレーパーク 

とことんあそぼう 

西日暮里プレーパーク 

のざわテットーひろば（28 日） 

ののプレ   

羽根木プレーパーク 

光が丘ひろっぱプレーパーク     

プレーパーク「どろんこの国」 

プレーパーク周知活動 一日冒険遊び場 in Komae 

三ツ又冒険遊び場たぬき山   

夢発見！草っパラダイス 

■神奈川 

あさひプレイパーク みんなの基地 

片倉うさぎ山プレイパーク 

川崎市子ども夢パーク   

ぐみょうじプレイパーク   

港南台生き生きプレイパーク 

白幡の森プレイパーク 

鯛ヶ崎公園プレイパーク 

ビバ！遊ビバしらとり台プレイパーク 

まちなか冒険あそび 

万福寺桧山公園プレーパーク  

まんまるプレイパーク  

三保ねんじゅ坂プレイパーク 

よこすかプレーパーク（28 日） 

■埼玉 

あさかプレーパークの会 

越谷にプレーパークをつくる会 

狭山ぼうけんあそび場ほんきっこ   

どろんこの王様 

別所沼プレーパーク   

冒険松原あそび場   

わくわくパークアミーゴ    

わこう冒険遊び場 

わらしべプレーパーク 

■茨城 

「やんちゃ天国」（牛久みどり野第一児童公園） 

チューリップのお庭 
 

 

■千葉 

浦安プレーパーク（30 日） 

生谷の森（おぶがいのもり） 

新川わくわくプレーパーク 

千葉市プレーパーク子どもたちの森 

冒険遊び場けやきのはら 

みはまプレーパーク 

四街道プレーパークどんぐりの森 

 

東海・近畿 
■愛知 

いなばじプレーパーク 

鞍ヶ池プレーパーク 

そうりプレーパーク 

てんぱくプレーパーク 

にいのみ池プレーパーク 

■静岡 

天城プレーパーク（28 日） 

函南プレーパーク 

榛原（はいばら）プレーパーク 

冒険遊び場たごっこパーク 

谷津山冒険あそび場の基地 

■兵庫 

会下山プレーパーク 

西灘わくわくプレーパーク 

国有地プレーパーク 

プレーパーク赤とんぼ（28 日）  

もりＺＯＯプレーパーク  

■京都 

冒険遊び場そとベンチャー   

宇治・うさぎはらっぱであそぼうよ！ 

■大阪 

天竺のはらっぱであそぼう！ 

にしよど冒険あそび場 

冒険あそび場ちょっとバン   

都島プレーパーク 

■滋賀 

天気村どこでもあそび隊旧草津川川底原野 

びわこプレイパーク 

冒険あそび場「はらっパーク」 

八日市冒険遊び場 

■奈良 

冒険あそび場「ひーとびーとの森」 

■和歌山 

梅原プレーパーク    

河南あそび工房（28 日） 

 

中国・四国 
■岡山 

お～いみんなあそぼうよ！   

おかやまプレーパーク   

備前プレーパーク！森の冒険ひみつ基地 

岩原山冒険遊び場 

■島根 

プレプレまつえキッズの、プレーパークを遊ぼう 

まつえ子どもひろばにじいろプレーパーク 

■広島 

寺山プレーパーク 

■愛媛 

NPO 松山冒険あそび場みんなだいすき！ 

■香川 

 かぐや姫プレイパーク 

 

九州・沖縄 
■福岡 

北九州市立大学構内ミニプレーパーク・ 

そとあそびのあのあ＆そとあそびゆあゆあ 

 ながの遊び場 

ぼくらの遊び場 

むなかたプレーパーク 

わくわくプレーパーク 

■大分 

なかつプレーパーク   

■佐賀 

佐賀冒険遊び場   

■熊本 

長嶺プレイパークの会   

■沖縄 

ハイサイ！プレーパークを楽しむ会 

近 くの遊 び場 に行 ってみよう！ 

8 月 2９日（日）一斉開催される遊び場一覧 
※一部 28 日(土)、30 日(月）に開催する場所があります。 
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