
 

発行 一般社団法人千葉県冒険遊び場ネットワーク 

 

令和 4年 11月発行 

 

■202２年度プレイワーカー研修 BASICコースについて 

■講演会「スポーツとプレーパーク」を開催しています 

■新しい遊び場づくりが始まっています「太田山プレーパーク」 

■日本冒険遊び場づくり協会のこあつまりで活動を紹介しました 

■千葉県 SDGｓパートナー登録 

■千葉県内のプレーパークでヒアリング調査を実施中です 

 

 

 

テーマ つながる、広がる千葉県のプレーパーク 

 

（一社）千葉県冒険遊び場ネットワーク会報誌 

Vol.５ 

 

 

 

●協賛ありがとうございます● 
千葉県冒険遊び場ネットワークでは協賛いただける企業を募集
しています。 
協賛いただいた皆さん、応援ありがとうございます！ 
 
株式会社シーフォーデザインレーベル様 
まちづくり会社ドラマチック様 
株式会社ナリコー様 

『千葉県冒険遊び場ネットワーク』はゆるやかにつながってきた 

千葉県内プレーパーク活動団体のネットワークをさらに広げ、 

充実した活動をしていくために、 

2011年 6月から県内市民団体 

が協力して設立した団体です。 

ちばぼうでは、 

情報交換や合同の研修会を行い、 

各団体の課題解決や、それぞれの 

団体でえたことを他に活かしていく 

ことを目的としています。 

令和 4年度は千葉県内にある 

プレーパークをまとめたマップを 

リニューアルする予定です。 

 

【会員募集】 
◆正会員 中心になって運営に関わります。 

【団体】年額 3000円 【個人】年額 2000円 

◆賛助会員 運営を資金面でサポートします。 

【団体・個人】一口 1000円以上 

【振込先】ゆうちょ銀行 

名義：シャ)チバケンボウケンアソビバネットワーク 

振替口座：00290－7－91266 

     (他銀行から振込の場合)〇二九 当座 0091266 

総合口座：10530 70940961 

     (他銀行から振込の場合)〇五八 普通 7094096 

【事業内容】 
遊び場をつくる人を育てます 

プレイワーカー研修事業 

遊びの大切さを伝えます 
遊び場についての情報交換 

遊びについての講演会 

出張プレーパークの開催 

新たな遊び場づくりを応援します 
交流会「こあつまり」の定期開催 

遊び場の立ち上げに必要な手続き等のサポート 

 

 

【お問合わせ】 
(一社)千葉県冒険遊び場ネットワーク（ChibaBo！） 

〒264-0037千葉県千葉市若葉区源町 541‐4 
        千葉市子どもたちの森公園 

TEL：043-254-2328    
メール：chibabo.net@gmail.com 
Facebook：https://www.facebook.com/chibabo.net 
ホームページ：https://playpark-chiba.org/ 

 

  

 

■千葉県内のプレーパークでヒアリング調査を実施中です 
 
MAP作成にあたり、新しくできたプレーパークに遊びに伺っています。 
森の中の自然を最大限に活かした場所、地域のさまざまな団体とつながり合って賑やかに開催している場所、学生さんが
立ち上げた場所など、それぞれで特徴はさまざま。 
それでも、やはりどこに行っても共通しているのは人の温かさ、そして子どもたちが自由に遊んでいる空間ということだと改
めて感じました。 
子どもたちのやってみたい！が溢れる冒険遊び場が県内にどんどん広がっています！ 
 
 

2年前に家族でプレーパークを始めた時に、ちばぼう主催のプレイワーカー

研修を受けたり、こあつまり(誰でも参加できるオンラインミーティング)に参加

させてもらって、何もわからない所から相談に乗ってもらい、 集客を手伝って

もらいました。 

ちばぼうの存在がなかったらプレーパークをはじめられなかったと思います。 

今年度千葉県内の新しいMAPを更新するとのことで、香澄公園も掲載して

もらえる事になり、改めてちばぼうに登録していて良かったと感じています。 

普段 zoomなどで交流しているスタッフさんが現地に来て下さって、地域の

団体との連携や(紙芝居や、体操クラブや、音楽サークルなど)若者(娘達の

友人達)が一緒に遊んでいる様子を伝え、都市公園の中で出来る遊びが限

られている中、様々な世代が関わって、子どもたちを見守りながら、地域を盛

り上げていく役割もあると感じました。 

ちばぼうのサポートのおかげでプレーパーク運営側も楽しく安心して活動し

ていくことができています。      
 (香澄公園プレーパーク 西村桂子） 

 

 

 

プレーパークの開催状況は 
千葉県冒険遊び場ネットワークのホームページで 
確認できます。 
※天候等により変更することがあります。 

参加の際は各団体の SNS,ホームページ等でご確認ください。 

 

ちばぼう HPはこちら 



 

出張研修・講演承ります  
・プレイワーカー派遣   

・出張プレーパーク開催 

・遊び道具の貸し出し など 

（講演内容例） 

「プレーパークとは」「リスクとハザード」 

「子どもの発達」「遊び研究」「ロープワーク」など 

 

 
 

 

 

 

千葉県内各所で新しい遊び場づくりが始まっています。 

ちばぼうでは、情報共有会「こあつまり」の開催や、 

プレイワーカーが実際に現地を訪れて一緒に場づくりを考える

等、遊び場の立ち上げ支援も行っています。 

太田山プレーパーク（木更津市） 
 

●運営者インタビュー● 

プレイワーカーさんと遊んだぞ♪ 

私たちはまだ設立半年のひよっこプレーパークです。 

少しずつ参加者は増えてきているけれど、まだまだ認知度は低めです。 

プレーパークが好き！！自分の街にもあったら良いな！と言う想いだけでス

タートしたものだから主催者側の悩みも山積みです。 

だったら「プレイワーカー」さんをお呼びしよう！！とお願いしました。 

開催日を迎えるまで週間天気予報を見ては毎日ドキドキ… 

１週間ずっと雨。 

もうダメかなぁと思ったら、その日だけ晴れマーク！！ 

そんな奇跡のようなお天気に恵まれた 1日で楽しく遊ぶ事ができました。 

広場には 100人を超えるお友達が集まりました！ 

プレイワーカー、主催者、参加者、大人、子ども…そんな違いはここにはな

くて、みんなが「主役」！！ 

この枝を使ってブランコがしたかったらどうやってロープをかけようか皆で

知恵を出し合って、いざ完成！！満足そうに遊んでいました。 

中には完成したらもう満足なお友達も！そっか、ブランコがあれば良いって

事ではないんだな。どうしたらブランコで遊べるか…その過程を楽しむ事

も大切なんだなと気が付きました。今まで準備しすぎていたかも！？笑 

様々な遊びで楽しくて、でもしっかり見ておきたくて、フワフワした気持ちで

あっという間の 1 日でしたが、この場所でプレーパークができる！と自信

にもつながりました。 

様々な気づきと楽しいひと時をありがとうございました。 

 

太田山プレーパークのゆかいな仲間たち 

 

 

■新しい遊び場づくりが始まっています。 

 

 

・12/1２（月） 

・2/1３（月）  
こあつまり 

こあつまり 

プレイワーカー研修 Basic第 4回① 

プレイワーカー研修 Basic第４回② 

プレイワーカー研修 Basic第５回 

 

・11/1６（水） 

・11/23（水祝） 

・1/1８（水） 

 

※プレイワーカー研修 Basicの詳細については 

左ページをご覧ください。 

今後の予定 
県内プレーパーク情報共有会【こあつまり】                      

【プレイワーカー研修】 

                     
  【プレイワーカー研修】 

■講演会 

「スポーツとプレーパーク」 

～子ども時代をより豊かに過ごすために大人ができること～ を開催します。 
令和 4年 11月 20日 
千葉市幕張勤労市民プラザ２F多目的ホール 
子どもたちが自ら考えることを大切にしているプレーパークと共通点の多いサッカー指導を行う池上正さ

んを講師に迎え、講演会を実施します。 

『部活に打ち込む子どもをサポートする親の心得』や『親の関わり方』などをサッカーの神コーチでベス

トセラー本『こどもをぐんぐん伸ばす１１の魔法』の著者である池上正さん。 

講演会後は質問タイムも多めに設けてありますので、悩みを一緒に考えていきましょう。 

【申し込み】 

https://sports-playpark-1120.peatix.com/view 

 

 

 

ちば SDGsパートナー 
登録制度に 
登録しました！ 
SDGs の達成に向けて積極

的に取り組む企業・団体等と

して、活動していきます。 

応援よろしくお願いします！ 

 

第１回「プレーパークについて」 
 
・社会的スキルの部分は、自分の仕事にもす
ぐ使えるお話でした。 
・プレーパークという言葉も最近知ったばかり
でした。しっかりと基本理念を知ることができ
てよかったです。 
・こどもの心がどこを向いているのか・どう動
いているのかを尊重し大切にしようと改めて
思いました。 
・チャットでのやりとりが私にはよかったです。
回答を温かく受け入れてもらいながら、楽しく
参加できました。受け身で受講するよりうんと
有意義な時間になりました。 
・子どもの遊びの PDCA を見守れているか
普段意識してみようと思いました。 
・場所によって形は違うけれどもその中で、子
どもが自由にやりたい事ができるように自分
はどう動いたら良いだろう、と常に考えながら
関わっていきたいと思いました。 
・保育士、教員等はもちろんのこと、子どもに
関わる全ての大人に今回の話を聞いてもら
いたいと思う講演でした。 
・地域で、「遊ぶことって大切だよね」って話
せる大人を増やしたい。 
 

第２回「リスクとハザード」 
 
・人によってさまざまなモノサシがあるという
こと、それぞれ尊重し、話し合いながら、その
場所でのモノサシ を作っていくことが必要
なのだということがわかりました。 
 ・年に一度はリスクハザードの確認、応急救
護はやりたいな。と改めて思いました。やはり
何回も受ける事が大 切だと感じました。  
・今まで、どこかに正解があると思っていて、
それが自分の自信のなさに繋がっていること
にも気づきました。 それぞれのモノサシ・考
え方があってよくて、それを伝え合って共通
理解をつくっていく、ということが、今回の大
きな学びでした。  
・リスクとハザードにも色々な人の意見があっ
てよく、大切なのは、伝える、相談する事。普
段からよく話して活動していく上で共通理解
を作っていく。  
・普段話したり、意識していなかったリスクと
ハザードの違いを考えるきっかけになりまし
た。各々の大人の経 験、子供が遊んでいる
環境、状況によっても判断は異なると思いま
すが、異なる事を前提として地域や関わる大 
人が話し合い、理解し合っていく事が一番大
事だと学びました。 

第３回「子どもの発達」 
 
・年齢によって発達段階は異なり、個人差も
あるということを学びましたが、どの段階にお
いても、「快」が必要 だということが、改めて
心に響きました。  
・今回学んだ「子どもの気持ちになる」という
姿勢を肝に銘じて、焦らず余裕を持って子ど
もたちを見守れるようになりたいと思いまし
た。  
・感覚統合の話が興味深く、基礎となる感覚
は全て遊び（特に⼾外遊び）の中に入ってい
ることを実感し、遊び・ 遊ぶことの意味の深
さを改めて感じました。 
 ・自ら発達していく上で、やってみたい、知り
たいという気持ちを持つために「快」の状態
が大事であることを 学びました。  
・子供たちが自身で発達していくために、大
人ができることは安心して遊べる環境づくり
であったり、多様な人が集うような仕組みづ
くりだと思いました。  
・子どもの発達段階に応じて、あそびの変化
や対人の言動に変化が見られること、その大
まかな変遷を知ること ができました。 

■2022年度千葉県プレイワーカー研修 BASICコース開催しています 

 
※講座は各回２時間を予定しています。 
※各回ごとにレポートを提出し、全ての講座を受講していただくと 
講座の修了証として「千葉県プレイワーカー認証」を得られます。 
（受講有効期限３年） 
※変更等は ChibaBo！の facebookでお知らせします。 

講座のお申込み 
詳細はこちらから → 
メールでも 
申込可能です。 
chibabo.net@gmail.com 

 

毎年ご好評いただいているプレイワーカー研修 BASICコースを今年も実施しています。 
ご要望にお応えして、今年度は平日昼間以外の時間帯にも開催しています。ぜひご参加くださ
い。 

◇参加費 1,500円/回 
（学生 1，000円） 

※資料代込み 
◇定員 各回 30名  
◇講師 県内のプレイワーカー 

運営スタッフ等 
 
 

＊どなたでも参加できます。 

＊原則オンライン講座です。 

＊第４回は実地での研修となります。 

オンライン講座では 

オンライン会議アプリ Zoomを使用します。 

Zoomアプリの使用できる端末を 

ご用意下さい。 

通信料は各自ご負担ください。 

プレイワーカー研修 BASIC受講者の声 

■日本冒険遊び場づくり協会こあつまりにて 

 活動を紹介しました 
令和 4年 10月 21日（金）オンラインにて 
 

 

木更津駅のすぐ近く、太田山公園でのプレーパーク開催に行ってきました！ 
自分たちの地域にもプレーパークを！という熱意あふれるスタッフの皆さんと
一緒にどうやろうか、なにしようか？と考える時間はとてもわくわくしました。 

何かを始めるってわくわくする反面、広げよう、続けようって考えるとドキドキし
たりプレッシャーを感じたりするよね。そうだよね。 
そんな皆さんの「はじめて」がいっぱいの回を 

一緒に過ごすことができてすごく嬉しかったです。 
遊びって大事だよね！を共有できる仲間がどんどん 
増えているなと感じています。 

また一緒に遊ぶ日を楽しみにしています。 
         プレイワーカー 関口笑子（メンディー） 

 

次回こあつまりは 

12月 12日（月）10時～ 

 

  

日本冒険遊び場づくり協会のオンライン小集まり 

「新しい活動が続々と生まれる千葉のネットワークの秘訣とは？」に

話題提供者として、ちばぼうの活動について紹介しました。 

「千葉県内各地域での冒険遊び場活動団体がネットワークを作り、

定期的な県内での小集まりと研修会を 

積み上げてきたことで、活動メンバー同士も仲良くなり、楽しんで活

動し、それがまた新しいメンバー 

にも伝わって新しい活動を生み 

出す力になって行くというお話、 

とても参考になりました。」 

という感想をいただきました。 

千葉県冒険遊び場ネットワークでは偶数月の第 2月曜日 10時～ 

オンラインで「こあつまり」を実施しています。 

運営での困りごとや近況報告等 

情報交換を行っています。 

参加無料です。 

是非ご参加ください。 

 

終了 

終了 

終了 



 

出張研修・講演承ります  
・プレイワーカー派遣   

・出張プレーパーク開催 

・遊び道具の貸し出し など 

（講演内容例） 

「プレーパークとは」「リスクとハザード」 

「子どもの発達」「遊び研究」「ロープワーク」など 

 

 
 

 

 

 

千葉県内各所で新しい遊び場づくりが始まっています。 

ちばぼうでは、情報共有会「こあつまり」の開催や、 

プレイワーカーが実際に現地を訪れて一緒に場づくりを考える

等、遊び場の立ち上げ支援も行っています。 

太田山プレーパーク（木更津市） 
 

●運営者インタビュー● 

プレイワーカーさんと遊んだぞ♪ 

私たちはまだ設立半年のひよっこプレーパークです。 

少しずつ参加者は増えてきているけれど、まだまだ認知度は低めです。 

プレーパークが好き！！自分の街にもあったら良いな！と言う想いだけでス

タートしたものだから主催者側の悩みも山積みです。 

だったら「プレイワーカー」さんをお呼びしよう！！とお願いしました。 

開催日を迎えるまで週間天気予報を見ては毎日ドキドキ… 

１週間ずっと雨。 

もうダメかなぁと思ったら、その日だけ晴れマーク！！ 

そんな奇跡のようなお天気に恵まれた 1日で楽しく遊ぶ事ができました。 

広場には 100人を超えるお友達が集まりました！ 

プレイワーカー、主催者、参加者、大人、子ども…そんな違いはここにはな

くて、みんなが「主役」！！ 

この枝を使ってブランコがしたかったらどうやってロープをかけようか皆で

知恵を出し合って、いざ完成！！満足そうに遊んでいました。 

中には完成したらもう満足なお友達も！そっか、ブランコがあれば良いって

事ではないんだな。どうしたらブランコで遊べるか…その過程を楽しむ事

も大切なんだなと気が付きました。今まで準備しすぎていたかも！？笑 

様々な遊びで楽しくて、でもしっかり見ておきたくて、フワフワした気持ちで

あっという間の 1 日でしたが、この場所でプレーパークができる！と自信

にもつながりました。 

様々な気づきと楽しいひと時をありがとうございました。 

 

太田山プレーパークのゆかいな仲間たち 

 

 

■新しい遊び場づくりが始まっています。 

 

 

・12/1２（月） 

・2/1３（月）  
こあつまり 

こあつまり 

プレイワーカー研修 Basic第 4回① 

プレイワーカー研修 Basic第４回② 

プレイワーカー研修 Basic第５回 

 

・11/1６（水） 

・11/23（水祝） 

・1/1８（水） 

 

※プレイワーカー研修 Basicの詳細については 

左ページをご覧ください。 

今後の予定 
県内プレーパーク情報共有会【こあつまり】                      

【プレイワーカー研修】 

                     
  【プレイワーカー研修】 

■講演会 

「スポーツとプレーパーク」 

～子ども時代をより豊かに過ごすために大人ができること～ を開催します。 
令和 4年 11月 20日 
千葉市幕張勤労市民プラザ２F多目的ホール 
子どもたちが自ら考えることを大切にしているプレーパークと共通点の多いサッカー指導を行う池上正さ

んを講師に迎え、講演会を実施します。 

『部活に打ち込む子どもをサポートする親の心得』や『親の関わり方』などをサッカーの神コーチでベス

トセラー本『こどもをぐんぐん伸ばす１１の魔法』の著者である池上正さん。 

講演会後は質問タイムも多めに設けてありますので、悩みを一緒に考えていきましょう。 

【申し込み】 

https://sports-playpark-1120.peatix.com/view 

 

 

 

ちば SDGsパートナー 
登録制度に 
登録しました！ 
SDGs の達成に向けて積極

的に取り組む企業・団体等と

して、活動していきます。 

応援よろしくお願いします！ 

 

第１回「プレーパークについて」 
 
・社会的スキルの部分は、自分の仕事にもす
ぐ使えるお話でした。 
・プレーパークという言葉も最近知ったばかり
でした。しっかりと基本理念を知ることができ
てよかったです。 
・こどもの心がどこを向いているのか・どう動
いているのかを尊重し大切にしようと改めて
思いました。 
・チャットでのやりとりが私にはよかったです。
回答を温かく受け入れてもらいながら、楽しく
参加できました。受け身で受講するよりうんと
有意義な時間になりました。 
・子どもの遊びの PDCA を見守れているか
普段意識してみようと思いました。 
・場所によって形は違うけれどもその中で、子
どもが自由にやりたい事ができるように自分
はどう動いたら良いだろう、と常に考えながら
関わっていきたいと思いました。 
・保育士、教員等はもちろんのこと、子どもに
関わる全ての大人に今回の話を聞いてもら
いたいと思う講演でした。 
・地域で、「遊ぶことって大切だよね」って話
せる大人を増やしたい。 
 

第２回「リスクとハザード」 
 
・人によってさまざまなモノサシがあるという
こと、それぞれ尊重し、話し合いながら、その
場所でのモノサシ を作っていくことが必要
なのだということがわかりました。 
 ・年に一度はリスクハザードの確認、応急救
護はやりたいな。と改めて思いました。やはり
何回も受ける事が大 切だと感じました。  
・今まで、どこかに正解があると思っていて、
それが自分の自信のなさに繋がっていること
にも気づきました。 それぞれのモノサシ・考
え方があってよくて、それを伝え合って共通
理解をつくっていく、ということが、今回の大
きな学びでした。  
・リスクとハザードにも色々な人の意見があっ
てよく、大切なのは、伝える、相談する事。普
段からよく話して活動していく上で共通理解
を作っていく。  
・普段話したり、意識していなかったリスクと
ハザードの違いを考えるきっかけになりまし
た。各々の大人の経 験、子供が遊んでいる
環境、状況によっても判断は異なると思いま
すが、異なる事を前提として地域や関わる大 
人が話し合い、理解し合っていく事が一番大
事だと学びました。 

第３回「子どもの発達」 
 
・年齢によって発達段階は異なり、個人差も
あるということを学びましたが、どの段階にお
いても、「快」が必要 だということが、改めて
心に響きました。  
・今回学んだ「子どもの気持ちになる」という
姿勢を肝に銘じて、焦らず余裕を持って子ど
もたちを見守れるようになりたいと思いまし
た。  
・感覚統合の話が興味深く、基礎となる感覚
は全て遊び（特に⼾外遊び）の中に入ってい
ることを実感し、遊び・ 遊ぶことの意味の深
さを改めて感じました。 
 ・自ら発達していく上で、やってみたい、知り
たいという気持ちを持つために「快」の状態
が大事であることを 学びました。  
・子供たちが自身で発達していくために、大
人ができることは安心して遊べる環境づくり
であったり、多様な人が集うような仕組みづ
くりだと思いました。  
・子どもの発達段階に応じて、あそびの変化
や対人の言動に変化が見られること、その大
まかな変遷を知ること ができました。 

■2022年度千葉県プレイワーカー研修 BASICコース開催しています 

 
※講座は各回２時間を予定しています。 
※各回ごとにレポートを提出し、全ての講座を受講していただくと 
講座の修了証として「千葉県プレイワーカー認証」を得られます。 
（受講有効期限３年） 
※変更等は ChibaBo！の facebookでお知らせします。 

講座のお申込み 
詳細はこちらから → 
メールでも 
申込可能です。 
chibabo.net@gmail.com 

 

毎年ご好評いただいているプレイワーカー研修 BASICコースを今年も実施しています。 
ご要望にお応えして、今年度は平日昼間以外の時間帯にも開催しています。ぜひご参加くださ
い。 

◇参加費 1,500円/回 
（学生 1，000円） 

※資料代込み 
◇定員 各回 30名  
◇講師 県内のプレイワーカー 

運営スタッフ等 
 
 

＊どなたでも参加できます。 

＊原則オンライン講座です。 

＊第４回は実地での研修となります。 

オンライン講座では 

オンライン会議アプリ Zoomを使用します。 

Zoomアプリの使用できる端末を 

ご用意下さい。 

通信料は各自ご負担ください。 

プレイワーカー研修 BASIC受講者の声 

■日本冒険遊び場づくり協会こあつまりにて 

 活動を紹介しました 
令和 4年 10月 21日（金）オンラインにて 
 

 

木更津駅のすぐ近く、太田山公園でのプレーパーク開催に行ってきました！ 
自分たちの地域にもプレーパークを！という熱意あふれるスタッフの皆さんと
一緒にどうやろうか、なにしようか？と考える時間はとてもわくわくしました。 

何かを始めるってわくわくする反面、広げよう、続けようって考えるとドキドキし
たりプレッシャーを感じたりするよね。そうだよね。 
そんな皆さんの「はじめて」がいっぱいの回を 

一緒に過ごすことができてすごく嬉しかったです。 
遊びって大事だよね！を共有できる仲間がどんどん 
増えているなと感じています。 

また一緒に遊ぶ日を楽しみにしています。 
         プレイワーカー 関口笑子（メンディー） 

 

次回こあつまりは 

12月 12日（月）10時～ 

 

  

日本冒険遊び場づくり協会のオンライン小集まり 

「新しい活動が続々と生まれる千葉のネットワークの秘訣とは？」に

話題提供者として、ちばぼうの活動について紹介しました。 

「千葉県内各地域での冒険遊び場活動団体がネットワークを作り、

定期的な県内での小集まりと研修会を 

積み上げてきたことで、活動メンバー同士も仲良くなり、楽しんで活

動し、それがまた新しいメンバー 

にも伝わって新しい活動を生み 

出す力になって行くというお話、 

とても参考になりました。」 

という感想をいただきました。 

千葉県冒険遊び場ネットワークでは偶数月の第 2月曜日 10時～ 

オンラインで「こあつまり」を実施しています。 

運営での困りごとや近況報告等 

情報交換を行っています。 

参加無料です。 

是非ご参加ください。 

 

終了 

終了 

終了 



 

発行 一般社団法人千葉県冒険遊び場ネットワーク 

 

令和 4年 11月発行 

 

■202２年度プレイワーカー研修 BASICコースについて 

■講演会「スポーツとプレーパーク」を開催しています 

■新しい遊び場づくりが始まっています「太田山プレーパーク」 

■日本冒険遊び場づくり協会のこあつまりで活動を紹介しました 

■千葉県 SDGｓパートナー登録 

■千葉県内のプレーパークでヒアリング調査を実施中です 

 

 

 

テーマ つながる、広がる千葉県のプレーパーク 

 

（一社）千葉県冒険遊び場ネットワーク会報誌 

Vol.５ 

 

 

 

●協賛ありがとうございます● 
千葉県冒険遊び場ネットワークでは協賛いただける企業を募集
しています。 
協賛いただいた皆さん、応援ありがとうございます！ 
 
株式会社シーフォーデザインレーベル様 
まちづくり会社ドラマチック様 
株式会社ナリコー様 

『千葉県冒険遊び場ネットワーク』はゆるやかにつながってきた 

千葉県内プレーパーク活動団体のネットワークをさらに広げ、 

充実した活動をしていくために、 

2011年 6月から県内市民団体 

が協力して設立した団体です。 

ちばぼうでは、 

情報交換や合同の研修会を行い、 

各団体の課題解決や、それぞれの 

団体でえたことを他に活かしていく 

ことを目的としています。 

令和 4年度は千葉県内にある 

プレーパークをまとめたマップを 

リニューアルする予定です。 

 

【会員募集】 
◆正会員 中心になって運営に関わります。 

【団体】年額 3000円 【個人】年額 2000円 

◆賛助会員 運営を資金面でサポートします。 

【団体・個人】一口 1000円以上 

【振込先】ゆうちょ銀行 

名義：シャ)チバケンボウケンアソビバネットワーク 

振替口座：00290－7－91266 

     (他銀行から振込の場合)〇二九 当座 0091266 

総合口座：10530 70940961 

     (他銀行から振込の場合)〇五八 普通 7094096 

【事業内容】 
遊び場をつくる人を育てます 

プレイワーカー研修事業 

遊びの大切さを伝えます 
遊び場についての情報交換 

遊びについての講演会 

出張プレーパークの開催 

新たな遊び場づくりを応援します 
交流会「こあつまり」の定期開催 

遊び場の立ち上げに必要な手続き等のサポート 

 

 

【お問合わせ】 
(一社)千葉県冒険遊び場ネットワーク（ChibaBo！） 

〒264-0037千葉県千葉市若葉区源町 541‐4 
        千葉市子どもたちの森公園 

TEL：043-254-2328    
メール：chibabo.net@gmail.com 
Facebook：https://www.facebook.com/chibabo.net 
ホームページ：https://playpark-chiba.org/ 

 

  

 

■千葉県内のプレーパークでヒアリング調査を実施中です 
 
MAP作成にあたり、新しくできたプレーパークに遊びに伺っています。 
森の中の自然を最大限に活かした場所、地域のさまざまな団体とつながり合って賑やかに開催している場所、学生さんが
立ち上げた場所など、それぞれで特徴はさまざま。 
それでも、やはりどこに行っても共通しているのは人の温かさ、そして子どもたちが自由に遊んでいる空間ということだと改
めて感じました。 
子どもたちのやってみたい！が溢れる冒険遊び場が県内にどんどん広がっています！ 
 
 

2年前に家族でプレーパークを始めた時に、ちばぼう主催のプレイワーカー

研修を受けたり、こあつまり(誰でも参加できるオンラインミーティング)に参加

させてもらって、何もわからない所から相談に乗ってもらい、 集客を手伝って

もらいました。 

ちばぼうの存在がなかったらプレーパークをはじめられなかったと思います。 

今年度千葉県内の新しいMAPを更新するとのことで、香澄公園も掲載して

もらえる事になり、改めてちばぼうに登録していて良かったと感じています。 

普段 zoomなどで交流しているスタッフさんが現地に来て下さって、地域の

団体との連携や(紙芝居や、体操クラブや、音楽サークルなど)若者(娘達の

友人達)が一緒に遊んでいる様子を伝え、都市公園の中で出来る遊びが限

られている中、様々な世代が関わって、子どもたちを見守りながら、地域を盛

り上げていく役割もあると感じました。 

ちばぼうのサポートのおかげでプレーパーク運営側も楽しく安心して活動し

ていくことができています。      
 (香澄公園プレーパーク 西村桂子） 

 

 

 

プレーパークの開催状況は 
千葉県冒険遊び場ネットワークのホームページで 
確認できます。 
※天候等により変更することがあります。 

参加の際は各団体の SNS,ホームページ等でご確認ください。 

 

ちばぼう HPはこちら 


