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Ⅰ 「かがやく目」紹介と活動経緯

　「かがやく目」は平成 12 年に設立された

地域ボランティア団体であり，子どもに対す

る体験活動を提供している。その活動は世田

谷区立桜丘中学校同窓会の事業が発展したも

のである。この報告は一地域ボランティア団

体がどういう意図でこの活動を始めたか，ま

た，その悩みについて広く教育関係者に知っ

ていただきたい思いで書かれている。まず，

その設立の経緯について述べる。

1.「かがやく目」の設立

　筆者は平成 12 年 4 月世田谷区立桜丘中学

校の同窓会長に任命された。その頃，同窓会

の事業は会員同士の親睦を目的とした 3 年

に一度の総会だけであった。それはそれで結

構なことではあるが何か物足りない。そこで

私は，「もう少し社会に貢献するものをしよ

う」と提案した。

　同窓会役員会にはそろそろ定年という年代

が多く，昭和 10 年から 20 年代に生まれた

人達であった。この年代で何が出来るか，と

考えた末，「自分たちが子どもの時に遊んで

いたものを，今の子ども達に伝えよう」と考

えた。「これなら出来る，これしか出来ない」

という思いであった。テーマは「作って遊ぼ

う」とし，この事業名を「かがやく目」とし

た。作って遊ぶ子どもの目が輝き，思いが伝

わったとして大人の目も輝く，という思いを

込めたのである。対象学年を限定するつもり

はなかったが，テーマの内容から小学生向き

のものとなった。役員会では，「中学の同窓
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会で小学生相手の事業とはふさわしくないの

ではないか」という意見もあった。しかし，「同

窓会は広く社会と接点を持つことも大切であ

る」として結果は了承された。

2.「かがやく目」活動経緯

　「かがやく目」は現在では「子どもゆめ基金」

の助成を受け充実感ある活動をしているが，

ここまでに至った経緯を以下に述べたい。

(1) 母校中学のまつりでデビュー

　その頃中学では PTA 主催で「SAKURA
フェスティバル」と称し「地元との交流」を

目的とした行事が毎年開催されていた。中学

生は主にイベント提供側にまわり，参加者は

小学生が多かった。タイミング良く「同窓会

も出店しませんか」と打診があり，即座に出

店を決めた。最初の発想が，「自分たちが子

どもの時に遊んでいた」ものなので，けん玉・

ベーゴマ・びゅんびゅんゴマ・ゴム鉄砲・紙

飛行機・竹鉄砲など準備しやすいもので対応

した。平成 12 年 10 月を初回として，内容

は少しずつ異なるが，その後毎年この行事に

参加している。

(2) 小学校からも呼びかけ

　地元の小学校では毎年「子どもまつり」が

開催されており，平成 14年以来「かがやく目」

も毎年出店している。また，これが契機とな

って，小学校から理科の「空気の力」単元で

出前授業要請の話があり，「ヤマブキ鉄砲」

と「浮沈子」で対応した。その頃（財）さわ

やか福祉財団では「わくわく科学実験教室」

を推奨しており，そこでのテーマも取り入れ

た。総合学習で「昔の暮らし」や「七輪火起し」

での協力要請もあり引き受けた。その後学校

側から，「夏休み中の水泳訓練の待ち時間な

ら子どもが参加しやすい」と提案があり，「作

って遊ぼう」を平成 16 年度から実施するこ

とにした。これは後述する「夏の集まれ広場」

として現在でも続いている。

(3) 中学の「ステップ」に協力

　平成 15 年には世田谷区の「ステップ」活

動に参加することになった。これは世田谷区

の教育プロジェクトの一種で，放課後の時間

を利用して地域の教育資源を活用するもので

あった。なるべく中学生向きの科学的原理を

含むテーマを選んで実施したが，中学生は個

人的には興味を示しても部活や塾通いなどで

参加者は限られていた。3 年間実施して中止

とし，以後は小学生相手を重点にすることと

した。

(4) 「夏の集まれ広場」

　この地域には子ども相手に活動を提供する

様々な団体がある。平成17年，当時の校長が，

「それらを統合してコミュニティ広場とした

い」と提案してきた。野球，サッカー，手づ

くりの会，竹とんぼなどの団体も含まれてい

た。「かがやく目」もその一つである。校長

の提案は，夏休み中に各団体がテーマを提供

する「夏の集まれ広場」としたい，というも

のであった。そしてこのコミュニティ広場の

名称を二つの小学校名を冠して「桜丘笹原コ

ミュニティ広場」とすることになった。この

行事は平成 18 年の夏を初めとしてその後も

続き，「かがやく目」も参加している。

(5) 「さわやか子ども広場」

　平成 16 年度から文科省の「地域子ども教

室推進事業」が 3 ヶ年計画で始まった。（財）

さわやか福祉財団がその民間ルートの一つと

して普及に一役買い「さわやか子ども広場」

として全国展開することになった。筆者はそ

の本部コーディネーターとして呼ばれ，子ど

も活動に関するノウハウを学んだ。「かがや

く目」もその縁で平成 18 年度は同財団の補

助金を得て活動することが出来た。
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(6) 「子どもゆめ基金」との出会い

　文科省の「地域子ども教室推進事業」は平

成 18 年度で終わり，（財）さわやか福祉財

団も同種の子供向け活動は中止し，代わりに

「子どもゆめ基金」の存在を紹介してくれた。

「かがやく目」も不安ながら申請することに

したが，結果は交付決定を受けることができ

た。

Ⅱ　テーマの選択と目指すところ

　「子どもゆめ基金」では活動を自然体験，

科学体験，交流体験の三分野に分けている。

一方「かがやく目」のテーマは整理すると全

て合致したので三分野とも応募し実施してい

る。ここでは，その三分野ごとに詳細テーマ，

目指すところを報告する。

1. 自然体験（生きもの調査）

(1) 地元の保護区の活用

　自然体験に関しては「かがやく目」は「生

きもの調査」ということで既に実施済みであ

った。これは，世田谷区に「経堂五丁目特別

保護区」があり，そこの自然を保全するため

に「（財）世田谷トラストまちづくり」が管

理作業を受け持っていた。筆者もそのボラン

ティアの一員として参加している。この特別

保護区では年に数回公開日として一般開放し

ている。当初は小学校に「お知らせ」を配っ

ていたが，ここを子どもたちのためにもっと

活用すべきだと考えるようになり，「生きも

の調査」を平成 16 年度から実施することに

した。

(2) 観察力の醸成

　この地域に生まれ育った筆者は畑・田んぼ・

森や林の中で虫を相手に育った。昆虫の名前・

捕り方・掴み方を知り，そして観察力も備わ

ってきた。石ころをひっくり返してアリやハ

サミムシを見て感動した幼い頃の体験。この

体験を今の子どもたちにも受けさせたい。捕

って帰るのではなく，「生きものと触れ合う」

のが目的である。生きものは何をしているか，

これも虫の仕業，人間生活とのかかわり，な

どを知るように仕向けている。「一見同じに

見えるが違いはどこか」を知り，観察力，さ

らには判断力の醸成を願うのである。

2. 科学体験（作って遊ぼう）

(1) 対象学年とテーマ

　科学体験には「作って遊ぼう」がピッタ

リすると直感した。テーマは当初の単なる昔

の遊びから徐々に整理し各学年に適合するよ

うにしている。１，２年生向けのスライムと

ブーメラン，３，４年生向けの竹鉄砲と浮沈

子，５，６年生向けの紙飛行機（グライダー）

とプロペラ飛行機である。希望すれば他学年

も受け入れている。

(2) 科学的原理を含む

　いずれも科学的原理を含んでいる。スラ

イムは二つ別々のものを混ぜると性質が変わ

ることを知り，３原色から様々な色が出来る

ことを知る。ブーメラン・紙飛行機・プロペ

ラ飛行機はそれぞれ翼による揚力が関係して

おり，翼の調整によって上下左右など飛び方

も変化することを知る。竹鉄砲や浮沈子は空

気の力や圧力の伝達が関係していることを知

る。しかし初めから学習単元の如く打ち出す

と硬くなるので「作って遊ぼう」としている。

(3) 自分で作る

　自作のものが，「飛ぶ，動く」ことに子ど

もは感動する。自分が作ったものだから愛着

が湧き，飛行機などは自分自身が乗っている，

または操縦しているような気分になる。

(4) 記録認定

　遊ぶときにはパフォーマンスを測定し記録

認定証を渡す。それにより作るときの正確さ，
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遊びのコツが影響していることを知る。さら

に，記録を認定することは，「自分が認めら

れた」ことに通じ，喜びとともに，次には「も

っと良いものを作ろう」という気にさせる。

(5) 出発材料の加工

　我々は常に「作って遊ぼう」の出発材料に

頭を悩ます。道具の使い方・組み立て方を体

験させたいと思う一方，子どもたちの道具使

用経験の程度が分からないからである。利用

可能な時間はせいぜい 1 時間半から 2 時間

が限度である。時間と安全管理上「かがやく

目」ではある程度加工した材料から出発し，

遊び方，原理を知る方に意義を見出している。

3. 交流体験（ベーゴマで遊ぼう）

(1) 安価な費用

　交流体験では「ベーゴマで遊ぼう」を採用

している。「たかがベーゴマ，されどベーゴマ」

である。比較的費用も場所も取らずに済む。

昔は「取りっこ」をするので学校では禁止

であった。「かがやく目」のベーゴマでは取

りっこはしない。6 人で一斉に床に入れ最後

まで床で回っている者を勝ちとし白星をつけ

る。それを 12 回戦行い一番白星の多い者を

1 位とする。この方式はベーゴマ先進地域の

宇都宮の方式を取り入れたものである。

(2) ルール・エチケットの醸成

　「かがやく目」がベーゴマを採用している

理由の一つは「人間関係醸成の場」として捉

えているからである。ベーゴマは勝負を争う

のでいざこざが起こりやすい。ルールも決め

ているが，細かい点では判定が難しいので審

判の決定に従うとしている。また，危険動作

を防ぐため注意事項を掲示している。

(3) ヤル気の向上

　ベーゴマでは二種類の認定証を授与し，技

能と意欲の向上を目指している。「技能認定」

は 4 分間で何回床に入るか測定し，5 回以上

入れば 1 級とする。一方「タイム認定」は

何秒回ったか測定し，75 秒以上を 1 級ゴマ

とする。間に各級を設けている。これらは「か

がやく目」独自で開発した認定方式である。

自分の技能がよければ嬉しいし，さらに向上

心が芽生えることを狙ってのことである。

Ⅲ　実施状況の報告

　この章では各テーマの実施状況を報告す

る。使用した材料・道具・当日の進め方など

は割愛して参加者数および感想にとどめるこ

ととする。

1. 自然観察会（生きもの調査）

　対象は小学 3 年生以上毎月 1 回を 5 回連

続して参加することを前提に実施した。場所

は住宅街の中にあって，湧水池など自然が残

る世田谷区指定の「経堂五丁目特別保護区」

である。平成 19 年度，20 年度と実施してい

るが，平成 19 年度の状況を表 1 に報告する。
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(1) 参加者数

　表 1 に平成 19 年度の参加者数を示す。平

成 20 年度は雨のため中止が多かったが，4
回実施し，子ども 72 名，大人 50 名，うち

スタッフ 16 名，計 122 名の参加を得た。

(2) 参加者の感想抜粋（子どもと保護者より）

①ウスバカゲロウの幼虫がアリを食べる様子

に一番感動した。その行動の早さにビック

リ，もう一度チャンスがあれば是非また観

察したい。

②チョウの幼虫をもらい大喜びで帰宅した。

幼虫の食べ物も覚えた。ザリガニも前回よ

り多く仕掛けに入っていて，一層生きもの

に興味を持った。

③いつもは起こされるのに，今日は 6:00 に

自分で起きたので，びっくりした。「しっ

かり食べたみたい」と蝶の幼虫の体調を気

にしながら学校へ行きました。

④オトシブミが一番印象的だったそうです。

アリジゴクは早速ケースに移し替え，名前

を付けて，今日も土を飛ばしながら潜る様

子などを観察しています。

⑤こんなに近くで自然体験をさせることが出

来て良かった。ツクツクボウシやザリガニ

を捕れて嬉しい。セミの種類・雌雄別の見

分け方が分かった。

⑥大喜びでアリジゴクとザリガニを持って来

ました。虫への関心が深まり，家に戻って

から本で調べる姿もあり，ずいぶん自然に

目が向くようになりました。

⑦息子が帰宅しての第一声が「次も絶対行き

たい！」でした。どれだけ楽しい時間であ

ったか，帰宅した目がキラキラ輝いていた

事で分かりました。

⑧ザリガニの仕掛けのやり方が分かった。僕

の班のザリガニ捕獲数がさい高だったので

嬉しかった。アリジゴク・ヒシバッタ・チ

ョウの特徴が分かった。ミンミンゼミとア

ブラゼミの違いはしょっかくの三番目で見

分けることが分かった。

2. 作って遊ぼう（スライム･ブーメラン･竹

　鉄砲･浮沈子･グライダー･プロペラ飛行機）

(1) 参加者数

　平成 19 年度は子ども 339 名，大人 20 名，

スタッフ 68 名，合計 427 名の参加であった

が，表 2 には平成 20 年度の参加者数を示す。
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(3) 子どもの感想

　表３に各テーマにおける子どもの感想を示

す。
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3. ベーゴマ

(1) 参加者数

　平成 20 年度は継続中なので平成 19 年度

の参加者数を表 4 に示す。

写真１　ザリガニ分布調査 写真２　スライム 写真３　ブーメラン

写真４　浮沈子 写真５　プロペラ飛行機 写真６　ベーゴマ
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4. スタッフの感想

　「かがやく目」には約 10 名のスタッフが

いるが，そのうち数名の感想を披露したい。

この中からボランティア・スタッフがどんな

思いでいるか汲み取って欲しい。

(1) スタッフＡ

　私たちが子供のころは，学校から帰るや，

クツを脱ぐ間もおしく，カバンを家に放り込

んで外に飛び出し，ベーゴマ，ビー玉，メンコ，

カンけり，釘うち，竹馬，けんけん，ザリガ

ニつり，三角ベース，トンボつり，せみとり，

かくれんぼ，山吹鉄砲，紙飛行機と，日が暮

れてもなお親に呼ばれるまで食事も忘れて遊

んでいたものだ。先日，ベーゴマのデモンス

トレーションをしていたら子連れの父親（60
歳がらみ）が懐かしそうにこちらを見て足を

止めたので「むかしを思い出してやってみま

せんか？」と水を向けたら「となりの学校で

はやっていたけどウチの学校ではやってなか

ったんですよね。どうやったらいいですか？」

（「私たちが子供のころは」は「私が子供のこ

ろは」と訂正しなければならないのかと愕然

とした）しばらくしたら出来るようになり，

結構楽しんでいただいた。ほんの少しだがむ

かしの埋め合わせができた，と心があたたか

くなった次第です。子供時代に思い出が多く

あればあるほどその人の人生はすばらしいも

のになると思う。この「かがやく目」の活動

はきっと子供たちの豊かな心を醸成するのに

大きな役割をはたせるものと肌で感じた。

(2) スタッフＢ

　紐の結び方が出来ない子が多いので来年度

は各「作って遊ぼう」（のテーマ）の 10 分

ぐらいを結び方教室にしたらいかが。竹鉄

砲，ブーメラン，グライダー，ゴム飛行機等

製作後，片付けを終えた後，競技に入る前に

作製に関するアンケートを聞いてから競技に

入り，終わりに再度アンケートを聞けば良い

と思う。ゆめ基金の助成は田中氏の努力もあ

って，竹鉄砲，グライダー，ゴム飛行機等一

般で買えば高価な物を使用して子供たちが遊

べるのは非常に有効に思える。今後も参加し

たいと思います。

(3) スタッフＣ

　プロペラ飛行機の活動に参加。女子の参加

者がいたのは意外に感じました。作り方の説

明には，授業とは違って全員食い入るように

熱心に聞いていたのが印象的です。作製後，

飛距離と滞空時間を競ったが，全員の目が一

段と生き生きと輝き，実に楽しそうだった。

作るだけでなく，遊ぶことの重要性を改めて

感じました。５～６年生が対象であったが，

中には１～３年生の弟や妹を連れて来た子も

あり，良く面倒を見ていたのが微笑ましい姿

であった。「かがやく目」の噂を聞いた民生

委員の人が見学に来て「児童がこんなに夢中

になって活動しているとは思わなかった。今

後とも宜しくお願いします。」と言って感謝

されました。

(4) スタッフＤ

　最近小生にとってとても晴れ晴れとした気

持ちになることが多くなりました。それは，

経堂町はもとより千歳船橋，梅ヶ丘プレーパ

ーク，スーパー・ライフ経堂店等など，その

他自転車で道で走っていても，「ああＤさん

だ」と言って挨拶してくれる子どもやお母さ

んが昨年より一段と多く，子供達が声を掛け

てくれる様になりました。それも遠方から来

て挨拶をしてくれます。こんな素晴らしい光

景を経験すると，「ああ本当にかがやく目は

この二，三年の間で芽が出て葉が出て小さな

蕾が育って来て，もう少しで花が咲き始める

のかなあ」と思っています。それはひとえに

田中会長の地道な努力が実りつつあるのだと

思います。その輪は小学校においては和光小

学校，赤堤小学校，地域としては千歳船橋商
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店会，経堂駅北側では恵泉通り商店会等など，

学校・地域共々非常な広がりを見せています。

桜丘小学校の同窓生の多くの協力もあり今後

益々大輪の花が咲くのではないかと思って小

生も一層の努力をしたいと思っている次第で

す。

(5) スタッフＥ

　私が「かがやく目」に入会しメンバーとな

り早や７年が過ぎようとしています。この活

動もだんだんと有名になっております。これ

からの活動メンバーのお手伝いをするに当た

り，元気よく賢くこれからもボランティアと

してやれるのもまた田中先生とのめぐり逢い

から始まり感謝致しております。もの作りと

一口に言っても沢山あり（竹とんぼ，豆移し，

竹鉄砲，ブーメラン，浮沈子，スライム，ベ

ーゴマ），さらに竹馬，吹き矢，薪割り，火箸，

団扇，鋸，テント体験などの用意，準備，配

送等に，各名称，用具，器具名，色々勉強に

なるのです。老化防止対策の一つとして，ま

た自然観察，子供まつり，各イベント，夏休

み子供授業で，子供たちの喜ぶ顔を見て，私

自身も子供らに遊ばれ一時童心に返れるので

す。まさか，高校からサラリーマン時代には

小学校・中学へ訪問するとは夢にも思いませ

んでした。なお，私自身の健康の一つとして

チラシ・ポスター貼り，はがし，を楽しく出

来ることを喜びと思います。これからも災害・

事故に会わず，防ぎ，活動したいと考えます。

皆々との協力のもと頑張りましょう。

(6) スタッフＦ

　私も一年生。平成 20 年 1 月より新人スタ

ッフとして「かがやく目」に入会致しました。

きっかけを作ってくれたのは小中学校同期の

友でした，感謝しています。今思い返せば最

初に参加した桜丘小学校での３年生を対象に

行った七輪の火起こしでした。皆真剣に取り

組みスタッフと一体になり火を起こしオモチ

を焼き寒空の中フーフ言って食べた事。又ふ

れあい給食では昼食を全員でいただき子供た

ちによる司会で会を進めていました。七輪の

火起こしの経験は子供たちにとって一生の宝

物として想い出に残ることでしょう。「夏の

集まれ広場」の催しも各地域で行われ猛暑の

なか大成功に終わる事が出来ました。ますま

す「かがやく目」が地域に定着したなと実感

しています。やはり行動は力なりで地道な行

動が良い反響になって返って来る事を感じま

した。子供と大人の目がかがやくような会に

なればと思い今後も参加して行きたいと思い

ます。最後に「子どもゆめ基金」のバックア

ップをもとにますますより良い会になるよう

努力して行きたい。

(7) スタッフＧ

　「かがやく目」の存在が大きくなってきた

のだと感じるようになってきました。活動す

るエリアが拡がり，参加者数が増え，町です

れ違う子供が親にメンバーのことを話してい

るのを見ることがあります。大きく活動する

ためには「ゆめ基金」の助成なしでは難しい

と思います。「作って遊ぼう」では子供たち

は嬉々として作って遊んでおり，我々スタッ

フは教えたり，手伝ったり，時に褒めたりし

ていますが，いまひとつ子供たちの目をかが

やかせるものとして親の褒め言葉がほしいと

思っております。親たちの参加も望まれます。

ベーゴマでは小さい子が回せたとき，親の褒

め言葉による子供の得意顔は印象的です。
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Ⅳ　地域活動における問題点と課題

　「かがやく目」の活動をしているとさまざ

まな問題が見えてくる。ここでは最近の子ど

もの傾向，ボランティア団体としての課題，

今後の方向について考察してみたい。

1. 最近の子どもの傾向

　子どもと接して感ずることは「今の子ども

は何をやらしてもぎこちない」ことである。

これは世相がそうさせているのであって子ど

もに責任はない。日頃家庭での経験がないの

である。これは文明が進みすぎて全てが便利

になり，ブラックボックス化して，自分で手

を染める機会がないからである。ものがあり

余りハングリー精神に欠けている。以下は活

動を通じて観察された気になる最近の子ども

の傾向のほんの一例である。

①糸の結び方を知らない（ザリガニ釣りの竿・

糸・餌を結ぶ際に気がついた）

②ザリガニなどの掴み方など最初から敬遠し

ている

③ハチとアブの区別がつかずやたらと逃げ回

る

④スライムでは持ち帰り用ポリ袋の外から揉

んで破ってしまう

⑤ブーメラン・グライダーなど正確に糊付け

が出来ない（曲がったりはみ出したり）

⑥竹鉄砲では弾を込める端を何度指示しても

間違える

⑦１発目だけを込めて弾が飛ばないという

⑧弾を込める押棒を長く持つので穴の位置に

よく定まらない

⑨グライダーなど型紙から切り離すときに大

事な部品を捻じ曲げてしまう

⑩プロペラ飛行機など部品を反対に付けよう

とする

　ひところ日本は「技術立国」と言われたこ

とがあった。しかし現状では到底無理と思わ

ざるを得ない。技能オリンピックでは日本が

成績優秀と聞くが，問題は裾野である。いわ

ば「生活技能」といえるこのような技術は将

来技術系に進もうと文科系に進もうと大切な

ことである。「かがやく目」はこういうこと

をしっかり身に付ける体験をさせることに少

しでも役立てたい。

2. ボランティア団体の課題

　ボランティア団体の活動についても次のよ

う問題・課題がある。それは性格上固い組織

ではないことに由来するが，それを克服して

でも活動を続けることが大切であると思われ

る。

(1) 場所の確保

　通常ボランティア団体には活動拠点がな

いので場所を借りなければならない。「かが

やく目」では幸い９年前から学校の施設を借

りている。学校の施設は地域の団体が使用す

るので確保が難しい場合がある。工作する教

室などは比較的空いているが，校庭や体育館

などは定常的な先約があり非常に確保しにく

い。ブーメラン・飛行機などはどうしても広

い場所が欲しい。また，テーマによっては街

の中では不可能に近いものがある。凧揚げや

釘うちなど場所を見つけるのが困難である。

(2) 参加者の確保

　現在では近くの私立も加えて三つの小学校

全校にチラシを配布し申込を受けている。一

般公募を旨としているので，区の掲示板も利

用する。心配は申込んでも当日欠席すること

である。名札作成，材料の準備その他の準備

に影響し頭を悩ませる。テーマによっては傷

害保険を事前に掛けておく必要がる。約束を

守る風潮が希薄になっていると感ぜられる。
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(3) ボランティアスタッフの確保

　「かがやく目」は母体が中学同窓会であり

現在のスタッフはそのメンバーが多い。しか

し，さらに拡大を目指すとどうしても不足が

ちである。同窓会メンバーに限らず多くの潜

在希望者に呼びかけたい。その点最近世田谷

区で「生涯現役フェア」なり「地域デビュー

講座」があるのでそれに積極参加し広く呼び

かけて生きたい。

(4) 会議室の確保と会議頻度

　打合せの場所や頻度は必ずしも十分でな

い。ボランティア団体は会社や学校と異なり，

その時都合の良いメンバーだけで打合せるこ

とになる。会議室の確保はそのつどやりくり

して行っている。自由に集まれないのでプロ

グラムの作成や材料･道具の準備は事務局が

予め完成に近い形で案を作っておく必要があ

る。こういうところに限界がある。

(5) 連携団体の確保

　地域の「桜丘笹原コミュニティ広場」傘下

の団体と徐々に連携を進めている。しかし今

後，さらなる地域の交流・活性化を目指しフ

ェスティバル的な催しを計画する際には，さ

らなる参加を得たい。こういう際の呼びかけ

には学校もその役割を担ってもらえれば有難

い。

(6) 活動の継続へのポイント

　活動の継続に当たって一番重要なポイント

は事務局担当の後継者である。現在は筆者が

行っているが自分がいなくなるとどうなるか

心配である。資金の調達（助成金申請事務），

イベントの企画調整，当日担当スタッフの確

認，チラシの作成配布，当日のプログラム作

成，材料道具の準備などどれをとってみても

誰かが行わなければならない。登録メンバー

は全てボランティアであるだけに役割分担は

毎回決めなければならない。分担するにして

もそもそもの「動かし役」が必要である。

　登録メンバーの中から少しずつ育って欲し

いと思う一方その母数を増やす必要があると

思っている。機会があるごとに登録者以外か

らボランティアとしての参加・参観を期待し

ている。また実施する場所も公園や地域のま

つりなど「見える場所」で行うのも一考と思

っている。

　以上のことを解決するには学校の役割が有

効に思われる。「かがやく目」は全て自分で

実施しようとは必ずしも思っていない。企画

調整など学校・PTA・おやじの会などが行い，

我々が実施する，または実施に協力するとい

う姿で十分と思っている。あるいは，「今度

こういうことでやって欲しい」など，例えば

校長先生から話があれば，我々は喜んで駆け

つけるつもりでいる。

　ボランティア団体なのでメンバー個人の資

質に依存する要素が大きいが，「かがやく目」

は中学同窓会を母体としているので，同窓生

の人材を期待できることが一つの救いである

かもしれない。スタッフは同窓生に限らず広

く求めているが，いよいよの時は同窓会で継

続のてこ入れをお願いするのも一つの方法か

もしれない。

　最近，「かがやく目」も地元での認知度が

ようやく上がってきたが，「かがやく目は良

いことをやっている」という声を聞くだけで

も継続の意欲が湧くのである。

3. 今後の方向

　「かがやく目」の活動は今後も継続してい

く予定であるが，特に以下に述べる点に留意

して行こうと思う。

(1) テーマ

　「かがやく目」は当初「自分の子ども時代

に遊んでいたものを次世代の子どもに伝えた

い」という単純な願いから出発したが，現在

では性格が徐々に変わってきている。
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　子どものぎこちなさの解消に役立てるた

め，生活技能体験を背景にテーマを構築して

いきたいと思う。これは糸の結び方やハサミ

の使い方など，本来は生活の中から自然に身

に付けるべき技能を意識しようというもので

ある。「糸の結び方教室」ではなくて「ザリ

ガニ釣り」として催し，その中で糸の結び方

をしっかりと身に付けてもらうのである。そ

のように各テーマの中でしっかり身に付けて

もらうべき技能を意識して指導をしようと思

う。

　「自然体験」の中に七輪体験のようなもの

を取り入れ，丸太切り・薪割り・ロープワー

クなどを企画するのも今後の方向としたい。

(2) 活動場所

　活動実施場所については従来どおり学校施

設の利用継続をお願いしたい。と同時に新し

く設立された地域活動団体「長島風景の会」

と連携し，「長島大榎公園」や「経堂五丁目

特別保護区」を活用し，活動の拠点としたい。

目的としては「自然の中で子どもの喚声を」

および「子どもと大人の交流」を目指したい。

一般の人に見える形で活動し地域の交流活性

化にも役立てたいと思う。

(3) 連携団体への呼びかけ

　「桜丘笹原コミュニティ広場」傘下の団体

に積極的に呼びかけて行こうと思う。例えば，

「物手づくりの会」に小鳥の巣箱を子どもと

一緒に作って貰いそれを「かがやく目」の自

然観察会で取り付け観察を行うなどである。

さらに，「長島風景の会」や近隣の商店街か

らの「地域まつり」への出店要請にも，「ま

ちづくり」に寄与するものとして積極的に応

じていきたいと思う。こういうことで「ここ

では地域ぐるみで子どもを育んでいる」姿が

発信できればと思う次第である。

(4) 活動の継続

　「かがやく目」は平成 20 年 11 月 1 日に東

京都教育委員会から「学校活動支援団体」と

して感謝状を戴いた。これはようやく地域に

認められたことを意味するものであり，嬉し

いと共に，零細な団体にとって大いなる励み

である。これを梃子にして今後もよりよい活

動を継続して行きたいと思う。

注：　使用した写真は全て筆者を含めた「か

がやく目」のスタッフが撮影したものである。

以上




