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高橋要

高倉市民の森 もりのプレーパーク 20160626 企画書
1.

イベント概要

1.1. 目的・意義
森の力を活用した体験型イベントを開催することで、参加者に森に親しんでもらう。自然本来の魅力を生
かしたアトラクションを中心とし、こどもの創造性、自律忍耐力、危険予知能力など潜在能力を引き出す。
もって、森の魅力と必要性、森林整備の意義と活動を、保護者や地域住民含めた参加者に体感してもらう。
1.2.

日時場所

日時 ：平成 28 年 6 月 26 日（日）9：30～15：00
場所 ：鶴ヶ島市高倉市民の森（鶴ヶ島市大字高倉 1035 番）
実施判断 ：雨天予報（前々日、小雨でも）中止。
駐車場 ：池尻池駐車場、クリーンセンター横臨時駐車場
1.3.

参加者

定員 ：なし。森の宝探しは、当日判断で先着順の場合あり。
参加者数見込み ：100 名＝ゲスト 80（こども 50＋保護者等 30）＋スタッフ 20 名。
参加登録・参加費 ：事前登録不要、当日登録必要、無料。模擬店は有料。
運営：主催）里山サポートクラブ。協力）おやこ劇場、カローレ、あそび計画。後援）鶴ヶ島市教育委員会
指導員：伊藤氏（森の生物）
、おやこ劇場 1 人（運営）
、カローレ 1 人（外遊び）
。
1.4. プログラム概要
アトラクション ：ガサガサ、森の宝探し、ハンモック、ブランコ、竹細工展示、葉っぱ de アート
飲食販売 ：バンブーパン、フランクフルト、竹筒ゼリー、カレー
1.5. スケジュール概要
9：30 受付開始（ガサガサ、宝探し）

13：00 森の宝探しタイム

10：00 イベント開始
11：00 ガサガサタイム

14：30 宝探し表彰式
15：00 イベント終了・片付・ふりかえり

1.6.

持ち物

森で遊べる服装（長袖、長ズボン、運動靴）
、川で遊べる準備（ウォーターシューズ、着替え、虫かご
等）、虫よけ対策、日ざし対策、水分、タオル、着替え、保険証、常備薬等
1.7.

予算

収入

：100,000 円

セブンイレブン助成金 57,130 円、自己資金 22,870 円、販売収入 20,000 円
支出

：100,000 円

ちらしポスター代 27,200 円、食材費 20,000 円、備品・消耗品費 10,000 円、謝金 30,000 円、イベン
ト保険料 2,800 円、その他 10,000 円
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広報等

・ターゲットである鶴ヶ島市の小学生と保護者中心に広報する。
・ちらし：市内全小学校に 800 枚配布してもらう。ポスター：公民館等要所に 80 枚貼ってもらう。
・Web 広報（ホームページ、プレスリリース等）もできるだけ活用する。

2.

準備

2.1.

担当割



運営リーダー（高橋）、サブリーダー（



ガサガサ（小沼）、森の宝探し（高橋）、ハンモック・ブランコ（牛島）



竹細工展示（高橋）、葉っぱ de アート（吉井）



バンブーパン・フランクフルト（柏木）、竹筒ゼリー（高橋）、カレー（吉牟田 or おやこ劇場）



渉外・広報・撮影



ちらし・ポスター作製・配布



諸手続き



指導員 ：①伊藤氏（ガサガサ、宝探しで森の生物について助言）、②おやこ劇場 1 人（受付等運営補

）

：吉井、小澤
：吉井、高橋

：高橋、吉井

助）、③カローレ 1 人（外遊び補助）
。セブンイレブン助成金より謝金支払（各 10,000 円）。
2.2.

諸手続き（高橋、吉井）



市民の森イベント使用許可



教育委員会後援 ：鶴ヶ島市教育委員会「後援承認申請書」開催 30 日前まで、
「後援行事実施報告書」



火気使用許可



ボランティア行事用保険

2.3.

：鶴ヶ島市役所

都市施設保全課「市民の森利用届出書」

：坂戸・鶴ヶ島消防組合鶴ヶ島消防署「露店等の開設届出書」「煙発生行為届出書」
：鶴ヶ島市社会福祉協議会（市役所 6F）
「加入申込書（A1）」「払込書」

アトラクション

2.3.1. ガサガサ（小沼）
エリア？スタッフ配置？説明パネル？道具持参？網の数？定員必要？
伊藤指導員が採れたものを鑑定。
2.3.2. 森の宝探し（高橋）
飯盛川より南側（オオムラサキ側）で、指令カードに書かれた動植物や風景を宝の地図を見ながら探
して採集。こども 3～4 人 1 チームに大人１人以上がついて、全部クリアを目指す。クリアしてもしなく
ても１時間半後のタイムリミットまでにスタート地点に戻る。
配布物

：指令カード、宝の地図、ビニール袋、筆記具

こども 1 チームに大人（保護者）が一人以上つけるチームを先着順 10 組受付。
クリアして戻った順に 3 位まで表彰。伊藤指導員が判定。一番面白い風景を見つけたチームに特別賞。
商品は竹細工（手桶＋ジュース、竹灯籠、竹昆虫）や木工品（コースター）など森にちなむもの。
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2.3.3. ハンモック、大ブランコ（牛島）
広場の大クヌギにロープで大ブランコ（ハーネスとフック）。
ハンモックエリア側などにターザンロープ。
2.3.4. 竹細工展示（高橋）
竹灯籠、竹昆虫、手桶など。
2.3.5. 葉っぱ de アート、どんぐりアート（吉井、高橋）
ふくろう、カメ、トトロ、お化け、どんぐり入り葉っぱおちょこなど。
2.4.

模擬店

共通して、粗利益がマイナスにならないように原価を設定する。
2.4.1. バンブーパン（柏木）
50 人前。1 本 100 円。
6/18（土）五味ケ谷森整備で孟宗竹の細い部分を確保。当日朝に生地仕込み。
2.4.2. フランクフルト（柏木、松井）
50 人前。1 本 100 円。ボイル。
2.4.3. 竹筒ゼリー（高橋）
50 本（25 節）。1 本 100 円
6/18（土）五味ケ谷森整備で孟宗竹の細い部分を確保。前日にゼリー仕込み。
当日は風情ある入れ物で冷やす。川で冷やしてそこで売るのもあり。竹細工展示併設。
2.4.4. カレー（吉牟田）
25 人前。一杯 200 円。フランクフルトとコンロ共有。
2.5.

タイムテーブル

9：00 スタッフ集合

＠クワの木広場

9：30 ゲスト受付開始
10：00 イベント開始
11：00

ガサガサタイム

12：00 ランチタイム

＠クワの木広場
：開会あいさつ
＠飯盛川（上流橋～ベンチテーブルエリア辺り？）
＠クワの木広場

13：00 森の宝探しタイム
13：10 宝探し＠林内
14：50 表彰式

：動きの確認、会場設営等。おかねが井戸側駐車場利用。

アトラクション担当は、休止札立てて休憩。

説明＠クワの木広場

食品販売は停止

タイムリミット 14：40

＠クワの木広場

15：00 イベント終了、ふりかえり、片付
16：00 スタッフ解散
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ゲスト対応
安全配慮

・ゲストおよびスタッフの安全の確保を最優先する。
・宝探しではこども 3～4 人のチームに大人がひとり以上必ず付く。
・ハンモック、ブランコ等揺り物には、スタッフを一人以上張り付ける。できるだけ交代制とする。
・飲食販売は、滅菌温度まで加熱するものだけとし、容器等の煮沸・殺菌等衛生管理を徹底する。
・スタッフは、ゲストの様子に異常がないか常に配慮し、何でも相談されやすい雰囲気を作る。
・スタッフは、ゲストが満足して帰れるよう、最大限の努力をする。

4.
4.1.

その他
広報等

・今後は Web 広報（Blog、Facebook、プレスリリース等）もできるだけ活用する。
・イベントの魅力自体が最大の広報。口コミで皆が行きたいと思うような内容と運営が肝。
4.2.

長期計画

・高倉森プレーパークはまだ 2 回目。アトラクションや運営の次回バージョンアップにつなげる。
・全ての季節で開催が理想も年 4 回は無理。年度毎に順に移すか、森に最も合う季節の開催を重ねるか。
・高倉地域自然保護の一環として、長期で地域に寄与することを目指す。
・森のプレーパークは、自然の力によってこどもの潜在能力を引き出す効能があることを啓蒙する。
・森のプレーパークで遊んだ子供たちが大きくなって、運営に携わる日が来ることを願いつつ。
以上

4

