
20121109　全国一斉開催　団体一覧　（関東）

11/17（土） 11/18（日） 11/19（月） 11/20（火） 11/21（水） 11/22（木） 11/23（金） 11/24（土） 11/25（日）

茨城県

牛久冒険遊び場をつくる会「や

んちゃ会」

牛久市みどり野第一児童公園

（茨城県牛久市南４丁目３７番

地１２）

◎12-15

牛久冒険遊び場をつくる会「やん

ちゃ会」　新谷（しんや）０２９－８７

１－７７５７

（その日は定例（月１

回）のやんちゃ天国の

日ですが、

公園で「やんちゃな運

動会」を行う予定で

す。

茨城県

つくば遊ぼう広場の会 子育て冒険広場「ゴンタの丘」

（つくば市桜総合体育館裏）

◎10-14 ０９０－８８５４－９６７１

群馬県 遊びの森プレイフォレスト

群馬県前橋市粕川町室沢267

－1

◎

027－285-4832（木の実幼稚園内

金子宛）Eメール：konomi-

kindr@air.ocn.ne.jp

テーマは「落ち葉で遊

ぼう　焚き火をしよう」

東京都 羽根木プレーパーク

東京都世田谷区代田4-38-52

羽根木公園内

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 03-3324-9284

東京都 世田谷プレーパーク

東京都世田谷区池尻1-5-27

世田谷公園内

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 03-3795-2160

東京都 駒沢はらっぱプレーパーク

東京都世田谷区駒沢3-21駒

沢緑泉公園隣

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 03-3422-9455

東京都 烏山プレーパーク

東京都世田谷区北烏山8ｰ5北

烏山もぐら公園内

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 03-5384-4593

東京都 池袋本町プレーパークの会

〒171-0011　豊島区池袋本町

１－４２

◎ ◎　14- ◎ ◎ ◎

http://www.geocities.jp/ikebukuro_

honchou_pp/

東京都

ＮＰＯ法人こだいら自由遊びの

会

小平市小川町の市営子ども

キャンプ場ときつねっぱら

公園

◎　１

０時～

１７時

０９０－１７７１－７４３１（足立）

ryuko088@yahoo.co.jp
焼き芋大会　　ベーゴ

マ、釘さしなど

東京都 夢発見!草っパラダイス

東京都中野区上高田４－１８

中野区立上高田台公園内の草っ

ぱ

◎ ◎ ０８０－５０２６－１４１９　　大橋

東京都 KOPA　外遊びと子育て支援

巡回型公園遊び　プレーリヤ

カー

世田谷区梅丘駅梅丘児童遊

園

◎10：30-

13

矢郷恵子

世田谷区松原6－1－11アクア

ビーター内

umegaoka@msc.biglobe.ne.jp
03-3324-4491

東京都

北区で子どもの遊ぶ場をつくる

会

東京都北区赤羽北3-11
「袋町公園」

◎10：
30-17

北区で子どもの遊ぶ場をつくる

会　kitaasobo@gmail.com
090-6519-8382

子ども夢基金助成での

出張プレーパークで

テーマは「サバイバル

基地づくり！」として

います。

東京都

北区で子どもの遊ぶ場をつくる

会

東京都北区十条台1-4　「旧

いなり公園」

◎10：
30-17

北区で子どもの遊ぶ場をつくる

会

kitaasobo@gmail.com
090-6519-8382

東京都

北区で子どもの遊ぶ場をつくる

会

赤羽公園　東京都北区赤羽南

１丁目

◎（雨天延

期11/25）

北区で子どもの遊ぶ場をつくる

会

kitaasobo@gmail.com
090-6519-8382

東京都

NPO法人ふれあいの家ーおば

ちゃんち

北浜こども冒険ひろば 品川区北品川2-28-19 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 090-2477-8372　宮里　和則

東京都

きぬたまあそび村（砧・多摩川

あそび村）

世田谷区鎌田１丁目地先

多摩川河川敷二子緑地　せ

たがや水辺の楽校はらっぱ

◎

dya@oasis.email.ne.jp　090-
9952-0084　上原

東京都 西新宿冒険あそび・わんぱーく

東京都新宿区西新宿4-35-28
西新宿児童館中庭

◎

090-7949-2379
http://sky.geocities.jp/wanpark_s
un/mail.html

東京都

特定非営利活動法人こがねい

子ども遊パーク

都立武蔵野公園　くじら山

プレーパーク　小金井市前

原町二丁目、

◎10時か

ら4時半

０８０－３２０１－６７４８

東京都

特定非営利活動法人こがねい

子ども遊パーク

東京学芸大学　いけとおがわプ

レーパーク小金井市貫井北町四

丁目1番1号

◎2時か

ら4時半

０８０－３２０１－６７４８

東京都 品川はらっぱ探検隊

品川区大井1-46-8　大井中央

公園

◎11-15

harappa.tkt@gmail.com
http://harappa-tkt.blogspot.jp/
https://facebook.com/harappa.tkt

東京都 四谷冒険あそびの会

新宿区立若葉公園　（新宿区

若葉３丁目６）

◎11-17

四谷冒険あそびの会　代表　松島

貴美子　０９０－７２４１－９３５９

東京都

立野冒険あそびの会　「どんぐ

り山プレーパーク」

練馬区立立野公園　　（練馬区

立野町３２）

◎11-17
donguriyama.tateno@gmail.com
筧　http://donguri-pp.cocolog-
nifty.com/blog/

東京都 戸山あそび場

都立戸山公園のびのび広場

新宿・戸山プレーパーク　（新

宿区大久保３－５－１）

◎10-17 ◎10-17 ◎10-17

◎13：30-

17

◎10-17 ◎10-17

戸山あそび場

toyama.asobiba@gmail.com

東京都 NPO法人プレーパークむさしの

東京都武蔵野市境３-２０　境

冒険遊び場公園内

◎10-16 ◎10-16 ◎10-16 ◎10-16 ◎10-16 ◎10-16 ◎10-16

NPO法人プレーパークむさしの

TEL＆FAX　0422-26-9317　p-

musashino@kfy.biglobe.ne.jp

東京都

NPO法人あそびっこネットワー

ク

光が丘ひろっぱプレーパーク

東京都練馬区光が丘　都立光

が丘公園内　芝生広場南側

◎10-夕べ

の鐘が鳴

るまで

◎10-夕べ

の鐘が鳴

るまで

◎10-夕べ

の鐘が鳴

るまで

◎10-夕べ

の鐘が鳴

るまで

◎10-夕べ

の鐘が鳴

るまで

◎10-夕べ

の鐘が鳴

るまで

◎10-夕べ

の鐘が鳴

るまで

あそびっこ事務局

 住所：東京都練馬区旭町１-16-１

 メール：asobikkonet @gmail.com

電話：0339763113

 (月・水・金曜日９時～15時)

毎週水・木・金・土・

日曜日

 (第2木曜日はお休み)
 １０時～夕べの鐘がな

るまで

 (夏期～17時半／冬期

～16時半)

備考当日の開催場所 問合せ先エリア 県名 団体名 活動名

開催日時

関東
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東京都

 NPO法人子ども広場あそべこ

どもたち 三ツ又冒険遊び場たぬき山

町田市成瀬(山林で番地はあり

ません）

◎10-17 ◎10-17 ◎10-17 ◎10-17

東京都

 NPO法人子ども広場あそべこ

どもたち かしのき山自然公園 ◎11-15

代表理事　大野浩子　携帯　０８０

５４９５２９４９

プレーリーダー　岡本　携帯　０９０

７８１７５９６５

たぬき山メール

asobekodomotati@yahoo.co.jp

東京都 　NPO法人子どもへのまなざし

日野市日野本町６－１－３　仲田

公園

◎ ◎

info@manazashi2009.sakura.ne.
jp
０５０－３７２１－１９７３（月～木・

１３時～１７時）

東京都

渋谷はるのおがわプレーパー

ク

東京都渋谷区代々木5-68-1

はるのおがわコミュニティーパー

ク内

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

渋谷はるのおがわプレーパーク

東京都渋谷区代々木5-68-1
はるのおがわコミュニティー

パーク内

Tel.&Fax. 03-3481-9661
harupure@bb.knet.ne.jp

東京都

渋谷はるのおがわプレーパー

ク

せせらぎ冒険遊び場 ◎

渋谷はるのおがわプレーパーク

東京都渋谷区代々木5-68-1
はるのおがわコミュニティー

パーク内

Tel.&Fax. 03-3481-9662
harupure@bb.knet.ne.jp

東京都 落合プレイパーク

新宿区立西落合公園　東京都新

宿区西落合2-19

◎10- 090-4451-3762（かわむらかつこ）

東京都

地域にプレーパークをつくる会

「どろんこの国」

日野・プレーパーク「どろんこ

の国」

東京都日野市落川1440　日野市

立落川交流センター内

◎ ◎

090-5541-9079（澤村）

ayumi_toron@yahoo.co.jp

東京都 ＮＰＯ法人冒険遊び場の会 国分寺市西元町３－２６－３５ ◎10-17 ◎10-17 ◎10-17 ◎10-17 ◎10-17 ◎10-17 ◎10-17 042-323-8550

東京都

武蔵大学登録サークル はらっ

ぱ むさし冒険遊び場

東京都練馬区豊玉上1-26-1 武

蔵大学内すすぎ川付近 ◎11-16 harappa634@gmail.com

東京都 もっと遊べる五丁目公園の会 東京都大田区中央５－１４－１ ◎2：30-5

もっと遊べる五丁目公園の会事

務局０３－３７７５－３７９１

東京都 立川プレーパーク

立川市たまがわみらいパーク 、立川

市富士見町６ー４６ー１

◎10-15 代表　田中080-1082-5122

東京都 杉並冒険遊びの会

杉並冒険遊び場☆のびっぱひ

ろっぱ

杉並区立柏の宮公園（杉並区浜田山

２丁目５番１号）

◎10-16 ◎10-16 丹羽　０９０－３９６１－１７５４

東京都

ＮＰＯ法人野沢3丁目遊び場づ

くりの会

世田谷区野沢３－１４－２２ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

tettohiroba@gmail.com 03-3418-
9950

東京都 アソビバ江東 さるえプレーパーク

江東区毛利2－13－7都立猿江恩賜

公園内冒険広場西側

◎

10～15

矢野

080－3426－5648

東京都 石神井・冒険遊びの会 石神井プレーパーク

東京都練馬区石神井台1-26-1　　都

立石神井公園「おべんと広場」

◎ ◎ ◎ shakujiipp@gmail.com
http://shakujiipp.web.fc
2.com/

千葉県 浦安プレーパークの会

今川少年の広場（千葉県浦

安市今川3-12）

◎

10:30-
15:00

080-5476-5343（副代表　山本）

hakunamatata@m3.gyao.ne.jp

http://blog.livedoor.jp/urayasupure

pa/

千葉県 自然遊びわかばの会 千葉市子どもたちの森公園 ◎10-17 ◎10～17 ◎10～17 ◎10～17 ◎10～17 ◎10～17 ◎10～17 043-254-2328

千葉県 市川子どもの外遊びの会 里見公園（市川市国府台3-9） ◎ ◎ ichikawa_sotoasobi@yahoo.co.jp

千葉県

   ワクワクわんぱくプレーパー

ク

千葉県柏市中原1丁目1873-1 ◎11-14

04-7172-0426（柏みどり幼稚

園・片岡）

千葉県

四街道プレーパークどんぐりの

森

千葉県四街道市栗山218－1　こと

りの森

◎10-16：

30

四街道プレーパークどんぐりの

森　メール

donchan@dongurinomori.net　電話

０９０－６１９７－６７３５

千葉県

四街道プレーパークどんぐりの

森

千葉県四街道市和良比６９０　ど

んぐりの森

◎10-16：

30

◎10-16：

30

◎10-16：

30

四街道プレーパークどんぐりの

森　メール

donchan@dongurinomori.net　電話

０９０－６１９７－６７３５

千葉県 新川わくわくプレーパーク

千葉県八千代市萱田　ゆらゆら橋

横　村上橋近く

◎ ◎ ◎ ◎

八千代市民プレーパークの会」

 Tell:080-3035-7794

 mail:yachiyo.playpark@gmail.com

千葉県 のだ遊ぼうよの会

冒険遊び場　けやきのはら 千葉

県野田市山崎

◎10：30-

日没

◎10：30-

日没

◎10：30-

日没

０９０ー５８２３ー３１７３

千葉県 風の村さくら冒険基地 千葉県佐倉市山崎529

◎10：30-

15

ＴＥＬ043-484-1950　ＶＡＩＣコミュニ

ティケア研究所　大原

芋汁１杯１００円で販売

千葉県

冒険遊び場　まつど　あそぼう

よ

千葉県松戸市金ヶ作348-1 ◎10-14 04-7176-9432

千葉県 ほほえみプレーパーク

千葉県千葉市緑区あすみが丘4-

13

 ほほえみの広場公園内木立ちの

中

◎10-16

nao-shu2706@softbank.ne.jp
大沼

埼玉県

外遊びを考える会「どろんこの

王様」

埼玉県蕨市錦町６丁目ちびっこ

広場No.63 ◎10-13

代表　新妻　朋子（０９０－９２３０

－８９１９）

埼玉県

NPO法人冒険あそび場ネット

ワーク草加

冒険松原あそび場 　草加市松江

1-1-23
◎　10-

17
◎　10-

17
◎11-17 ◎11-17 ◎11-17 ◎10-17 ◎10-17

048-935-7383　email:
bokenmatsubara@joy.email.ne.j
p

埼玉県 越谷にプレーパークをつくる会 東越谷第7公園　越谷市花田1-4 ◎10-15

080-2587-5296
koshigaya.asobo@gmail.com

埼玉県

さいたま冒険遊び場・たねの会

埼玉県さいたま市南区別所4丁目

（別所沼公園内） ◎ ０９０－７１７９－５４３６（佐藤）

埼玉県

さいたま冒険遊び場・たねの会

大宮プレーパーク実行委員会

埼玉県さいたま市大宮区堀の内

町地内 （大宮第三公園内）

◎ ０９０－３５１０－５４４６（矢農）

埼玉県

埼玉冒険遊び場づくり連絡会

埼玉県加須市騎西　（加須市騎西

中央公園内） ◎ ０８０－６７２１－６８５８（谷居）

埼玉県

久喜市に冒険遊び場をつくる会

「くきぼー」

埼玉県久喜市河原井町70

◎

０９０－８０２１－５５２０（荒井）

県名 団体名 活動名 当日の開催場所

開催日時

問合せ先 備考エリア

関東
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神奈川県 川崎市子ども夢パーク

神奈川県川崎市高津区下作延5-

30-1

◎9-21 ◎9-21 ◎9-21 ◎9-21 ◎9-21 ◎9-21 ◎9-21 ◎9-21

川崎市子ども夢パーク

TEL044-811-2001　FAX044-850-

2059

神奈川県 ぐみょうじプレイパーク

横浜市南区弘明寺町２４４－５

◎ planet373@gmail.com

神奈川県 港南台生き生きプレイパーク

港南台中央公園　〒2340054
横浜市港南区港南台３－５

◎10-15 TEL09009143636　岡野

神奈川県 青葉区冒険遊び場づくりの会 しらとり台公園プレイパーク

神奈川県横浜市青葉区しらとり

台５

◎11-16

鈴木景子　　rani35715@bg7.so-
net.ne.jp

神奈川県 相模原に冒険遊び場をつくる会

　銀河の森プレイパーク（相模

原市中央区弥栄３丁目　キャン

プ淵野辺留保地内）

◎10-16 ◎13-16 ◎10-16 080-4359-1934（飯田：はんだ）

周辺日程　　11/4（日）

10-16、11/7、14、28
（水）10-16　11/8（木）

10-16

神奈川県 座間にプレイパークをつくる会

芹沢公園（神奈川県座間市栗原

２５９３－１）

◎9-15 090-6518-1126　ニノミヤ

神奈川県 よこすか思いっきり遊ぶ会 よこすかプレーパーク くりはまみんなの公園 ◎10-15 ◎10-15

神奈川県

ツリーガーデン管理運営委員会

神奈川県大和市中央林間１－７

緑野青空子ども広場 ◎10- voice1984@yahoo.co.jp 関根

神奈川県

pp@seisho（プレイパークをつ

くる会@西湘）

神奈川県小田原市南鴨宮3-24

富士見公園

◎10-15

タカネ  090-4812-2074　戸田

090 1540 5807

神奈川県 三保ねんじゅ坂プレイパーク

神奈川県横浜市緑区三保町930

－8　三保念珠坂公園内 ◎10-16 ◎10-16

坂上友里　yurippe@tbz.t-

com.ne.jp

神奈川県

鯛ヶ崎公園プレイパーク管理運営

委員会

神奈川県横浜市港北区日吉本町

５－６２

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

連絡先：山口（０４５）５６１－８７６３

http://www.geocities.jp/taigasakip

p/

神奈川県 夢見ヶ崎プレーパークをつくる会 川崎市幸区新川崎

◎10：30-

14：30

阿部稔子(あべとしこ)　044-

556-5516

神奈川県 洋光台駅前公園プレイパーク 横浜市磯子区洋光台５－２ ◎14-17

三上勇夫（０４５－８３２－７

４０１）

神奈川県 あざみ野西公園一日プレイパーク 横浜市青葉区あざみ野3-15-1 ◎11-15 野地　 045 （ 904 ）6765

神奈川県

都筑冒険遊び場　まんまるプレイ

パーク

横浜市　都筑区　荏田東３　鴨池

公園まんまる広場

◎ ◎ ◎

０８０－５１９１－０６３８

（西田）

神奈川県 土沢（つちざわ）森あそびの会 事業名：「森で遊ぼう」（第5回） 相模原市緑区根小屋 ◎ 青木　090-8087-2109

11月25日（予備日：12月

2日）

神奈川県 片倉うさぎ山プレイパーク 横浜市神奈川区片倉2－42 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

０４５－４１３－２１０５　片

倉うさぎ山プレイパーク　開園

日のみ

神奈川県 金沢区にプレイパークをつくろう会 金沢はれはれプレイパーク 横浜市金沢区能見台3-50

◎10：30-

14

村上：045-776-0092

雨天中止です。クルマ来

場不可。

神奈川県 白幡の森プレイパーク 横浜市神奈川区白幡西町38 ◎ ◎

渡辺

045（433）0264

神奈川県 あそび発信基地 神奈川県逗子市桜山　ろか公園 ◎ 逗子市児童青少年課

平成２４年度逗子市市

民協働事業第２回目開

催

神奈川県 森公園自由あそびの会 相模原市南区旭町14－21 ◎

安江ともこ

momobe@pdx.ne.jp

中村ようこ

otasuke-

woman@docomo.ne.jp

神奈川県 青葉区冒険遊び場づくりの会 新石川公園プレイパーク

高澤

090－3903－5986

amigo.rinda0226@gmail.com

神奈川県

麻生プレーパークを創る会（あさ

ぷれ）

万福寺さとやま公園　体験広場

（川崎市麻生区万福寺5-19-1

塚田　０９０－５５８８－９３

２０

11月14日（水）、11月28
日（水）　10:30～16:00

埼玉県

せざき冒険あそび場「わくわく

パーク・アミーゴ」

草加市角田公園

子ども政策課 青少年係　電話：

048-928-6421

第2日曜日午前10時30
分～午後4時 2013.1月

より開催日変更予定

埼玉県 ABAREかわぐち 埼玉県川口市 shinshihuku@yahoo.co.jp　藤田

東京都 狛江にプレーパークをつくる会 東京都狛江市

090-7906－7893（岡本）

http://komaenoasobiba.blog75.

fc2.com/

東京都 東大和七森プレーパーク

東京都東大和市　下立野林間

子ども広場

斉藤　０４２－５６７－２３２５（自宅）

毎月第２日曜日

東京都

渋谷はるのおがわプレーパー

ク

えびすアメリカ橋プレーパーク・

渋谷はるのおがわプレーパーク

東京都渋谷区代々木5-68-1
はるのおがわコミュニティー

パーク内

Tel.&Fax. 03-3481-9663
harupure@bb.knet.ne.jp

東京都

NPO法人文化学習協同ネット

ワーク いちにち冒険あそび場 都立井の頭恩賜公園

NPO法人文化学習協同ネットワー

ク　担当：兼子

 0422－47－8706

 cosmo@npobunka.net

毎月第一土曜日

東京都 めぐろ遊び場づくりの会 東山拡張公園 ０９０－４５２４－３２７２

次回遊びの出前開催は１０

月３１日

東京都 木場プレーパーク　ぼうけん隊 都立木場公園南のぼうけん広場 宇佐見

毎月第2土曜日開催のた

め、11月は11月10日
（土）

東京都 神楽坂あそびの杜 新宿区立白銀公園

本多香奈子

03－5261－0558

東京都

野津田・雑木林の会 きつねは

らっぱ冒険遊び

東京都町田市立野津田公園 042-736-3328

開催日時

問合せ先 備考エリア 県名 団体名 活動名 当日の開催場所

賛同

賛同

賛同

賛同

賛同

賛同

賛同

賛同

賛同

賛同

賛同

賛同

関東


