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こんなにも大切だった、子ども時代の遊び！ 

 

あなたは子どもの頃、どこでどんな遊びをしていましたか? 

 

港南区が誕生した 1969 年頃、生まれたばかりの区内各地は造成工事や道路の工事など開発の真っ

ただ中でした。しかし、そうはいってもまだ車の来ない路地があり、空き地があり、草むらがあり、

山もあり、そしてなによりも地域におおらかな大人たちがいて、子どもたちはそんな環境の中で、

いつも外で遊んでいました。 

4０年経った今、空き地も草むらもなくなって、子どもたちの遊びは大きく様変わりしました。 

 

遊びは子どもの育ちに欠かせないもの。 

今の子どもたちも、豊かにのびのびと遊べるようであってほしい。 

 

そこで「遊びの大切さを伝える絵本」を作って多くの人と一緒に考えていきたいと思った私たちは、

その題材集めのヒアリング集を作ることにしました。絵本を作る前の準備と思っていましたが、実

際に取り掛かってみると、それぞれのお話の内容が濃く、感動の連続。私たちはヒアリングそのも

のの価値に気づかされました。 

 

ヒアリングを終えて、あらためて遊びの持つ力の大きさに驚いています。お話の中にお一人お一人

の人生が詰まっていることを感じ、私たちは「人は、遊びの中で育っていく」という思いを、更に

強くしました。 

子どもって、うるさかったり、危ないことや汚いことをしたり、大人の理解を超えることをやった

りする。でも、それが子どもの姿で、そうやって子どもたちは育っていくということを、受け止め

見守る大人たちでありたい。うちの子・よその子にかかわらず、みんなで子どもの健やかな育ちを

応援する私たちでありたい。 

 

このヒアリング集は、港南区制 40 周年の事業の一環として、区役所と「港南の絵本をつくろう会」

が協働で作成しました。実際の活動の多くは、会の呼びかけに賛同して集まった協力者の方々が担

ってくださいました。お話をしてくださった方々、いろいろな情報をお寄せくださった方々に感謝

しています。 

 

「未来につなぐ子どもの遊びヒアリング集」。 皆様に是非読んでいただき、子どもたちの遊びにつ

いて考える機会の一つにしていただければ幸いです。 

                         

 港南の絵本をつくろう会 

                          代表 岡野 富茂子 

＊「港南の絵本をつくろう会」は、以下の団体：港南台生き生きプレイパーク・日下わくわくネットワークおたすけ隊・

金井幼稚園育ちあいの会・港南台タウンカフェ・NPO 法人ちゅーりっぷ・まちづくりフォーラム港南と趣旨に賛同する個

人をメンバーとして、豊かな遊びを伝える絵本を作るための活動をしています。 



お話を伺った方々の主な遊び場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どこまでも広がる遊びの空間 P 4 お墓は庭だ、隠れ家だ！ P22 

生活 ＝ 遊び ？ P 6 竹で作って遊んだよ！ P24 

なんでも自分で作ったよ!遊びも道具も! P 8 とーぎーさんは 偉い人? P26 

家の周りすべてが遊び場 P10 雑木林と園で育まれたもの P28 

この地に生まれ、この地で育った P12 変わりゆくまちの中で見つけた遊び P30 

富士が見え、蛍飛び交う地で P14 造成地・工事現場はワンダーランド？ P32 

実のなる時期はよくおこられた！ P16 球と壁と新聞～仲間と街が広がって～ P34 

まだ自然の残る日下の地で P18 編集後記 P36 

遊び場は「街」そのものだった！ P20   

この地図は、取材にご協力下さった方々の子ども時代に遊んだ場所を掲載しています。No.は各ページの左上のタイトル番

号を表しています。また、掲載の順序は年代の古い順とさせていただきました。 



4  

 

       どこまでも広がる 

     遊びの空間 
 

 

 私の家は元禄７，８年頃に上大岡から開墾するために

この小坪に来たんです（敷地にあるお墓には「文化」と

いう年号がある）。子どもの頃この辺りは２５軒程の農家

があって、田んぼや畑だった。近くには、今はちょうど

道路になっている辺りに大岡川の支流が流れていて、幅

２．５ｍ深さ１．５ｍくらいあったかな。その川でふな

やうなぎを釣ったり、堰き止めて水を貯めて泳いで遊んだ

よ。かわせみがよく来ていたね。大水が出るとうなぎが井

戸に入ってきてね。釣り竿は山で竹を切り、木綿の糸で作

って、かやの穂が出るところを切って浮がわりにしたよ。

ナイロン糸はないからね。木綿がないときは「てんぐす」

という糸で。買うと高いものだけどね。よく栗の木にいる

山蚕が繭を作り始めたところをねらって、ほぐして、その

糸を作ったよ。繭になってしまったらほぐせないからね。

釣りが好きな人は山を歩いて繭を見つけてたよ。 

 

普段は外で１０人ぐらいで遊んだな。２つ年上のガキ大将がいて、よく引き連れて円海山へも行

った。秋になるとみんなで「～に行こうよ」と声を掛け合って、あけび、桑の実、栗を採りにも行

ったね。桑の実を食べると舌が紫になるんだよ。 

ほかの人の山のものをいただいても大丈夫。野庭山のすいかはいただいてしまったね。 

「まむしが出るから奥には行くな。」と大人に注意されていた瀬上の池は、農業用のため池で、え

びがにやふな、誰かが逃がしたのか小さい鯉もいたね。あの辺りはいたちがいて、季節になるとい

たち専門の猟師が「今年はどうですか。」と挨拶に来て、「いや～、今年もいますよ。」なんて大人た

ちの会話があったね。山手学院の辺りは「夕方６時ごろになるといのししの鳴き声が聞こえる、も

し声が聞こえたら家に戻れ。」とおじいさんに言われていた。 

そう、日野小の裏には「しし落とし」があって、穴は直径１ｍ、深さ３ｍもあったよ。大船方面

のいたち川には、アメリカザリガニが台風で広がったらしいぞという噂が流れ、それに誘われて、

夜になると女性が歩けるようなところじゃなかった七曲も越えて、捕りに行ったな。 

子どもの仕事は井戸の水汲みで、「今日はお前の番だ。」と直径５０ｃｍ程のかめに一日分の水を

バケツで運んだが、その他は自由にあっちこっちで遊んでいた。あと覚えている手伝いといえば、

畑に親父の弁当を届けたことかな。 

６年生の頃には「今日は泳ぎに行こう！」と、山を越え２時間ぐらいかけて屏風が浦の偕楽園の

北見光男さん 

昭和４～９年頃のお話 

（６～１１歳頃） 

港南台小坪、春日神社、安養寺、 

円海山、瀬上の池、いたち川、 

野庭、屏風が浦 
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海まで歩いて行ったなあ。パンツで泳いで、あさりも捕った。 

春日神社は８００年前鎌倉時代からある歴史あるところだが、その近くに分教所があってね。小

さい頃連れて行ってもらった記憶がある。昭和５年に日野小学校ができ、学校ではドッジボールや

バスケットボールをした。私は短距離が好きでね。大会でも走ったよ。春日神社の近くには駄菓子

屋があって、一つ一銭の飴玉や煎餅を買って食べた。 

テレビもなく、ラジオは６年生の頃。７，８歳の頃、自転車を買ってもらった。決まった曜日に

拍子木が鳴ると「紙芝居が来たぞ。」と子どもたちは飛んで見に行った。安養寺の前の辻だったなあ。

飴玉を買った子は前の方、買わない子はその後ろに立って、飴をしゃぶりながら「黄金バット」や

「孫悟空」を見たよ。正月やお盆には親戚の人が小遣いをくれて、男はチャンバラ、コマ、紙飛行

機、プロペラで動かすもの、女は羽つきなんか買って遊んだりした。高学年の人が作ってくれた竹

馬でも遊んだな。 

 

 

聞き手コメント 

代々のお墓の文字を見、鳥がさえずる林に囲まれた畑の緑の中にいたら、いつの間にか時間がワープ。私

達も北見さんが子どものころの風に吹かれている気になっていた。その中で子どもたちは、身の周りのも

のを全身で感じ、それを遊びとして 大限に使い、楽しんでいたのではないか。自分たちから湧き出てく

る「やろうぜ！」の気持ちで動き、驚くほどの広い範囲まで行動しているのは、ガキ大将の存在も大きい

のだろうが、各自が自分の力を知りつつも仲間の中で背伸びもし、成長していったのだろうと想像した。
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     生活＝遊び？ 

            
 

 

永谷には当時４５軒ほどしか家がありませんでした。  

この辺りには、芹が谷の葡萄園・永作・上野庭などに素堀

りのトンネルがありました。県道（現在の環状２号線）の永

作は、今は広い道が通る切通しですけれど、当時はやっと通

れるほどのトンネルで、そのトンネルは「めがね」と呼ば

れていました。子どもたち数人でトンネルの上に集まって、

赤土を丸めて団子を作り、車が通るのを待ち構えて車めが

けて落としたりするいたずらをしました。車は一日中待っ

ても数台通るくらいののんびりした道でした。 

柳橋の辺りには、３００坪ほどの大きい池があり、その

周辺にも小さめの池があって、蓮が生産されていました。

その池に小船を浮かべて月を眺めたり。 

家の前の道は、今は細いけれども、当時は日限地蔵まで

の参道として、縁日には人が多く傘と傘がぶつかり合うほ

ど賑わっていました。東京方面から野毛・別所辺りまで電車で来て、そこから歩いて日限地蔵へ参

拝していました。参道には、おせんべい・飴・茶屋がいくつかあり、その参道を日限地蔵にかけて

くまなく探すと賽銭が落ちてたりしたので、それを皆で拾い集めたものです。 

小学校にはプールがなかったので、永谷川でよく泳ぎました。また、いたずらっ子数人と集まっ

て天神山に掘立小屋を作って、戦争ごっこをしたりもしました。永野小学校の脇には役場の出張所

があり、そこにはやっとぶら下がれるほどの高さの椎の木がありました。その木は今は体育館前の

大木として育っている。思い出深い木です。 

貞昌院の前には村の倉庫があって、そこに大きな釜があり皆で餅をついたりしました。お盆には

涅槃講があり、大人たちがそれぞれ米五合・野菜を持ち寄ってけんちん汁やおでんが振舞われまし

た。お餅をついて、味噌も自家製でした。村で結婚式があると新婦は親戚と行列作ってやってくる

ので、それも楽しみでした。子どもたちはぞろぞろついていって三々九度などを見に行きました。 

村には、明治天皇ご即位記念の桜が永谷川沿いに赤関橋の辺りから丸山まで等間隔に１００本植

えられていました。そのほとんどが戦争中に薪にするために兵隊さんたちが切ってしまいました。

一本だけ天満宮に生き残っています。永谷に兵隊さんたちが駐屯していた理由は、馬洗橋のあたり

で大きな釜を使って松の根を煮出し、航空燃料（松根油）を作っていたからです。村人たちも松の

根を掘る作業を手伝ったり、兵隊さんへの食事を順番で用意したりしました。松の根を煮た釜は、

戦後貞昌院本堂の天水桶として設置されました。 

 天神山の裏山の南側の松林では、５月ごろに松露（ショウロ）というキノコがたくさん採れまし

平井 忠八さん 

昭和 4～15 年頃のお話 

（小学生の頃） 

日限地蔵・天神山・永谷川 

２ 



た。永谷の近くではそのキノコは知られてませんでしたが、東北出身の人は良く知っていて永谷へ

仕入れに来ました。汁にするととてもうまく、それはマツタケの比ではありませんでした。 

 また、戦前には百合を作っている農家が多く、りんご箱にわらを詰めて牛車に乗せて、百合の球

根を山下町まで持って行ってアメリカへ輸出していました。居留していたアメリカ人が永谷の百合

を見つけ、その品質の良さと珍しさに驚き、それが輸出の発端になったと聞いています。 

 

 

 

 

聞き手コメント 

とにかく昔の話を昨日のことのように覚えているのには、びっくりしました。ここからここまでが遊

び！ということがなかったので、遊びの話といってもな～とおっしゃってたのが、印象的でした。 

戦争が色濃い時代だったのだな～と改めて考えさせられました。 

 

平井さんが子どものころの永野小学校 
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     なんでも自分で作ったよ!               

遊びも道具も！ 
 

 

川の記憶があるのは、昭和 10 年頃からかな。川は、全

然変わっちゃったんだよ。昭和３６年に大洪水があって、

ここら一帯が水浸しになって。それで、水を海に流す大岡

川分水路をつくる為に、笹下川をできるだけまっすぐにし

て、護岸がかためられちゃった。それまでは、川は大き

く蛇行していて、川幅は 12～15 メートルぐらい。川の

近くで、やご捕りとかとんぼ捕りとか、いろんな遊びを

したよ。もちろん魚もいて、「かいぼり」といって、川の

一部をせきとめて水をかいぼって（掻き出して）、中から

うなぎやナマズを捕ったりしてね。学校から帰ると、急

いで川へ行って、みんなで準備して。夕方までに魚全部

捕っちゃわないと、一日おいちゃうと、川の水がはいっ

てきちゃうから。大変だったよ。ハヤ、フナ、ヤツメウ

ナギ、ナマズなどいっぱい捕れた。捕れた魚は、食べた

りもしたけど、捨て犬や捨て猫を親に内緒で山や荒れ地で飼っていて、その餌にしたりしてね。 

釣りをする時は、日下小学校の正門前にあったよろず屋で、釣り針を買って、釣り糸は、家から

木綿糸をもってきて、釣り竿はその辺にある竹をきってね。浮きそうな軽い枝をウキにして、小石

を重りにしてね。学校で、これは重りにちょうどいいなぁっと思う石を見つけるとポケットに入れ

ておいて。たまに出し忘れているとポケットに穴があいちゃってね。おふくろに怒られたなあ。 

 

遊ぶ時は、弟の子守りをさせられながら、近所の女の子も男の子と一緒になって、学校の運動場

や家の周りで、時には、裏山からとってきた木でチャンバラごっこをしたり、庭の柿の木にブラン

コを作ったりして、みんなで遊んだよ。遊び道具は、なんでも自分で作ったよ。丸太を切って車輪

にして、板に取り付けて、今でいうスケートボードみたいなものを作って、それに乗って、坂の上

からさーっとすべりおりたりしてね。土手をすべりおりるのにも、今は、ダンボールを使うけれど、

昔は萱を束にして、それをまたいで、すべりおりたりしてね。遊びを考え出す知恵は、すごかった。

自然と遊びがでてきちゃうんだよ。 

 

でも遊んだのは、小学校５年の初めの頃まで。その後は、勤労動員で、田んぼを耕したり薪を作

ったり、お父さんが兵隊にいった農家の手伝いなどをしていました。紙も鉛筆もない時代だったか

ら、使い終わった紙を切って、紙ヒコーキを折ったり、折り紙にしたり。あと、コマもよくやった

なぁ。当時のコマは、周りに鉄の枠がついていて、内側が木で、鉄の心棒がはいっていて、それで

隅田 和夫さん 

昭和１０～１６年頃のお話 

（4～１０歳頃） 

日下小学校近く 笹下川周辺 

３ 



そのコマで「はじきっこ」するわけよ。相手の廻しているコマめがけて自分のコマをあてて、 

ぶつかるとパチーンと火花がでて割れたりしてね。相手のコマがはじかれると「やったぁー！」 

って天下とったみたいなんだよ。コマは得意中の得意だったからね。メンコもあったね。グレーの

ボウル紙の表に、兵隊さんや軍艦の絵が貼ってあって、角メンとか丸メンとかあるんだよ。 

 

 今は、町があんまり整備されすぎて、「安全」って言いすぎる。小学校の木も登っちゃいけないっ

ていうけど、昔は、木の下に枯葉や脱穀した稲がいっぱいあってそれがクッション代わりで、落っ

こちても怪我もなく平気だったんだよな。 

 

 

 

 

 

 

このあたりで 

遊びました 

聞き手コメント 

遊びに関する話から日下の歴史の話になり、その後、話はどんどん盛り上がり、「川をきれいに

しよう！」という未来へつながる話にまで発展しました。隅田さんの当時の遊びを語る姿は、

とても生き生きとして、怒られたことでさえ、誇らしげに感じられました。現代の子どもたち

も、当時のような豊かな川で遊べば、どんなに生き生きとした表情をする事でしょう。昔は、

自然の中から遊びを創りだしたり、遊び道具を自分で作ったり、遊びを通して、創造性、巧緻

性、社会性などが自然と身についていたのだと思いました。はたして今の子どもたちは、自分

で何かを作り出すことはできるのでしょうか・・・。そして、そんな子どもたちが大人になっ

た時に、子ども時代を誇らしげに語る事は出来るのでしょうか。私たち大人のしなければなら

ない事は、まだまだあると感じた取材でした。 
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         家の周りすべてが 

    遊び場 
 

 

 子どもの頃は、近くにあった貞昌院の本堂に上がりこ

んでかくれんぼしたり、境内のイチョウがまだ三分の一

くらいの高さだったので、テッペンまで登ってスーッて

降りてきたり。また、山門の屋根の上に登ったり、本堂

の屋根に登ったりしたよね。その頃地元にはガキ大将グ

ループがあって、私はおとなしいほうのグループに入っ

ていて５，６人で遊びました。 

結構悪いこともしたもので、ガキ大将を中心に周りの畑か

らトマト・すいかを取ってきて、川に投げ込んだりしたね。

そうすると、下流に到着する頃にはよく冷えて美味しかった

ものです。たまに作物を盗っているところを見つかって農家

からこっぴどく怒られたり。でも、今と違ってみんな知って

る地元の子どものすることだから、大目に見てもらっていた

みたいです。 

永野小学校は学区が広く、上野庭辺りから一時間ほどかけて通学していた子もいた。とにかく上

級生が下級生の面倒をよくみました。 

１日、１５日は、天満宮の掃除の日。２つのガキ大将を中心としたグループで競争してそうじを

したり、子守を順番でしたり。悪戯もいっぱいしたけれど良いこともいっぱい教えてもらいました。 

当時の永野小学校には、プールがなかったので、永谷川で泳ぎました。柳橋に堰があったので、

寺から柳橋にかけて泳げるほどの幅と深さがあり、魚もかなりいました。今の永野幼稚園辺りには、

水車もありました。下流の堰は、一年に一度、川底の泥を流すため開けたので、その時は魚を捕る

チャンス。川には、はや・かに・やつめうなぎ・どじょうがとにかくたくさん。みんな網なんか持

っていなかったので、ざるを持って行って夢中で捕りました。 

川の周辺には、蓮池もあったりして、蛍もたくさんいました。昔は、家にはサッシもクーラーも

ないので夜は開けっ放し。部屋の中に蛍がよく舞い込んできました。 

カブトムシとクワガタは何処にでもいるので、わざわざ捕りに行った覚えはないね。木を見れば

いっぱいいたから。その永谷川は大雨が降るたびに溢れたので、そのたびに畳を上げて水害に備え

ました。 

小学校・中学校に通っていたころは戦争の色濃い時代でした。永野小学校には村役場の出張所が

あって、学校の前には畑・田んぼが広がっていて、蒸したサツマイモが何よりのおやつでした。 

校庭では、凧揚げしたり、上級生が航空少年隊を結成して１メートル以上の飛行機を作って飛ば

したり。授業では農業という時間があって、学校の田畑を耕しました。学校には給食がなかったの

落合 昭三さん 

昭和 10～20 年頃のお話 

（小学生の頃） 

永谷川・貞昌院 

４ 



でお弁当。遠くから通っていた子どもたちは、お弁当を２つ持っての通学でした。 

月に一度、貞昌院の前にあった会館で、大人たちが「にやんこ」というけんちん汁を作ってお昼

休みに子どもたちに振舞っていた。食べ放題だったので、とても楽しみでした。 

戦争中はお寺の山の斜面に穴を掘って戦争ごっこをしたり、上空を通る B２９をその穴から眺め

たり。横浜大空襲の時には久保山にあった親戚のところに畳を届けようとしたけれど、火災で電柱

が倒れたり、道が通れなっかたりして途中で帰ってきてしまいました。 

終戦の日、学校の北側にあった松林に米軍の飛行機が墜落して、兵隊が落下傘で降りてきました。

それを竹やりを持って見物に行ったけれど、すぐに憲兵隊がきて米兵を連れて行ってしまった。残

された落下傘を持ち帰ってシャツなどつくろうかなどと話していた、その昼間に戦争が終わったこ

とをラジオで知りました。 

 

 

聞き手コメント 

すべてが遊びだったと話してくれました。戦争の影が色濃い時代ではあったと思いますが、 

豊かな自然・人情味溢れる人々。生き生きした生活が、見えるようでした。 

今の子どもたちにも思い出深い子ども時代を過ごしてほしいなと切に思いました。 

永野小学校の回りも田んぼと畑だらけ 
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       この地に生まれ 

       この地で育った 
 

 

家は 900 年から 1000 年以上前、春日神社が出来

る前からこの地にあったと聞いている。ずっと吉原で生

まれ育った。 

当時の子ども達は、幼児から小学生、中学生くらいま

でみんな一緒に遊んでいた。外で集団で遊んだ。上の子

は面倒見がよくて、下の子の面倒をよく見た。 

当時はまだ大岡川で泳ぐことが出来た。父親からは危

ないからだめだと言われていたが、親の目を盗んで泳い

だ。川が蛇行しているカーブのところによどみができて

深くなっているので、そこでよく泳いだ。学校の帰りに

泳いだりもした。 

冬はスキー。1 月～2 月頃は雪が降っていたので、孟

宗竹を二つに割って、火であぶって先端を曲げて、スキ

ー板を作って滑って遊んだ。学校に行く前にも遊んでい

て、遅刻して先生に怒られたこともあった。 

遊ぶ道具は自分達で工夫しながら作った。松の木の枝を輪に切って、板に軸を付けてその輪を車

輪にして裏の山の斜面をすべり降りたりもした。竹馬も手作りした。すごく高く作って、1ｍくらい

の高さのところに足かけを作って歩いたりした。不思議と転んでも大きな怪我はしなかったなあ。 

チャンバラごっこをしたり、橋の欄干の上を歩いたり、木に登ってさくらんぼや桑の実を食べた

り･･･いろいろ危ない遊びをした。けんかもよくしたが、今のように大怪我をするまでけんかをする

ようなことはなかったね。 

小学校５～６年のころは一番戦争が激しかった。その頃は吉原･港南中央辺りの日野小学校区の子

ども達は、空襲を警戒して学校へは行かず、正覚寺(港南中央病院近くのお寺)で勉強をしていた。戦

争中も空襲警報が鳴ったら防空壕に隠れたが、そのほかのときは外で遊んでいた。南台小学校辺り

に軍の陣地があって、B29 を高射砲で打っているのを眺めたり、杉田の辺りを飛行機が低空飛行し

ているのを見たりしていた。終戦の頃、米軍機が大谷戸に落ちた時は、何度も見に行った。 

家の仕事もよく手伝った。麦を運んだり、味噌作りをしたり･･･。味噌は大豆の栽培からやってい

た。収穫したら干して叩いて唐箕（トウミ）にかけて、そして大鍋で煮て･･･と大変な作業だった。

春には水の張った田んぼでドジョウ突きもした。昼間穴の中にいるドジョウも、夜は水面で寝てい

る。缶詰の缶に針金を付けて竹の棒につるし、缶の中には灯油をしみこませた布を入れ、それに火

をつけて灯りにして、櫛のような棒で突いて捕って、みんなで茹でて食べた。 

父親は厳しく、母親は優しかった。人間形成は一人では出来ない。芯のようなものはちゃんと教

髙森 政雄さん 

昭和 15～25 年頃のお話 

（7～１7 歳頃） 

吉原から吉原小学校辺り一帯 

５ 



え、あとはいろんな人と触れ合って、子ども同士の関係・子どもの世界の中で育っていく。今の子

ども達も、外で安心して遊ぶことが出来るといいと思う。 

 

 

 

 

 

聞き手コメント 

戦争中が一番遊び盛りだったと思われます。付近は農家が多かったからか、子ども達は戦中の辛

い思い出よりは、遊んで過ごしたことのほうが印象に残っているようでした。 

自然の中で四季の変化を活かして遊んでいた様子がよく分かりました。また、野球をよくやった

とのこと。テレビのない時代、野球は学校の先生が教えてくれたということも印象的でした。 

登校前にスキーをしたり、学校帰りに泳いだり･･･と、ゆったりとした時間の中で学校に通って

いた様子もうかがえました。今は物は豊かになったが、体験の機会は少なくなり、感謝や尊敬の

気持ちも薄れてきているのではないか･･･と、心配されていました。 
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      富士が見え 

 蛍飛び交うかう地で 
 

 

私が生まれたのは昭和 10 年。両親が「富士山が見えて、

蛙の声が聞こえて、蛍が飛ぶところで暮らしたい」というの

で、上大岡に越してきた。当時、辺りは田んぼだらけで、今

住宅地になっているところは森だった。友達も農家の子が多

かった。 

夜は蚊帳を吊って寝た。扇風機もない頃だったので、家

なんて開けっ放し。蛍やかぶと虫が飛び込んできて、自然

に昆虫採集ができたが、蛙の声はうるさかった。 

我が家より下のほうに池があって、その池で蛙の肉を餌

にしてエビガニ(アメリカザリガニ)を捕ったりしていた。蛙

は足から皮を剥くと、頭までつるっと剥けるんですよ。そ

の池は農業用水のため池で、肥やしを撒いている上の田畑

の水が流れ込むので、衛生的ではなかったが、子ども達は

そこで泳いだりしていた。親に見つかると、「汚い」と言われてしかられた。 

小学校 5～6 年になると、夏に屏風ヶ浦まで泳ぎに行ったりした。今は埋め立てられたが、当時

は屏風ヶ浦に抜けたところの道の際まで海だった。裸になって山を越えて行ったが、山の上に紅蘭

女学校(現在の横浜雙葉中学高等学校)の農園があったので、行く時に農園のきゅうりやトマトを井戸

に浸けておいて、帰りに食べた。よく冷えていておいしかった。海までは歩いて 30～40 分かかっ

た。周辺では海苔の栽培をしていて、時々ノリシビ（海苔栽培のための竹の棒）に足をひっかけて

怪我をしたりした。きっとその辺は泳いではいけないところだったんだろうな。海へは大きい子達

だけで行ったが、親には何も言わずに行った。富岡の軍港の脇にきれいな海があって、そこまで行

ったこともあった。 

農家の子は野良仕事を手伝っていた。我が家はサラリーマン家庭で土日はお休みだったので、日

曜日に｢ふくちゃんあそぼ！｣などと言って友達の家に行くと、「いわおちゃん、うちには日曜日はな

いんだよ。だから遊べないの。」などと言われた。｢なんで日曜日がないのかなー｣と不思議だったが、

天気のよい日は日曜日でも働かなくてはならないんだということがあとになってわかった。 

小学校の先生がピアノを教えてくれたことがきっかけで、ピアノはチェルニーくらいまで弾ける。

戦後はウエスタン、ハワイアン、アルゼンチンタンゴなどが流行り、英語の勉強を兼ねてよく歌っ

た。今だにウエスタンやジャズは英語で歌える。 

凧や竹馬など、遊びの道具は手作りした。母が書道をやっていたので凧に立派な「龍」の字を書

いてくれ、誰からも一目で「巌ちゃんの凧」と分かった。コマ回し、ベーゴマ、ビー玉などは徹底

的にやった。コマなどは相手に大きなダメージを与えるために一生懸命細工をして挑んでいた。缶

大橋 巌さん 

昭和１７～２３年頃のお話 

（７～１３歳頃） 

上大岡駅東側一帯が中心 

６ 



けりは野山を駆け回ってやった。山に長芋掘りに行ったりもしたが、曲がって育っている長芋を途

中で折れないように掘るのが腕の見せどころ。遊びの中でいろいろ考え、工夫していた。 

 

 

 

 

聞き手コメント 

田畑や野山で四季折々の変化を体中に感じながら、近所の子ども達と一緒になって多様な遊びを

していた様子に驚きと感動を感じました。教育者のご家庭･･･と言うことで、近所の農家の子ども

達とは暮らし方に多少違いがあることへの戸惑い・ちょっと悪いことをするときの胸の高鳴り・

新しいことを知ったとき驚き・おいしいものや楽しいことに出会ったときの喜び…お話を伺うだ

けで、その息遣いまで伝わってくるような感じで、大変興味深かった。上大岡には大きな墓地が

あります。墓地でもよく遊んだそうです。ちょっといたずらをしたこともあったとか・・・。 
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     実のなる時期は 

よくおこられた！ 
 

 

子どもの頃といったら５５年前。日野小学校まで 

1 時間かけて通ったね。当時は大船に米軍の給油所が

あって鎌倉街道をサラリーマンが通勤していたんです

よ。手あげると車に５～６人乗っけてってくれるんです

よ。チョコレートもらったりね。 

学校行く途中にも悪いことしましたよね。できてる 

トマトとって食べちゃったりとかさ。でも今考えれば目

くじら立てて怒られたなんてことはなくて、「またあそ

このガキだ」ってんで。皆、農家の人は知り合いの親だ

からね。帰る時は２０人くらいで遊びながら帰ったね。

帰り道が遊び場だね。 

 

道具といえば竹を使って竹トンボ作ったり、冬になれ

ば田んぼに氷が張りましたからね、スケートだとか。今

より寒かったよね。山っぱらで遊んだのが一番多いかな。学区も広いでしょ。男も女も一緒に遊ん

だね。鎌倉街道の辺り、大岡川の辺りは全部田んぼ・砂利道で台風が来れば川は溢れて。今じゃ考

えられないけど川でウナギが採れましたよ。 

あと思い出といえば、「紙芝居」。お寺の下に紙芝居。週に１回くらいかな。水あめ買ってね。見

るだけならただで、水あめ買うと５円とか。自転車に紙芝居とお菓子とセットして。今でいう駄菓

子屋さんのちっちゃいの。出張サービスですよ。今考えると子ども同士が集まるっていうのが、集

まってワイワイやるってのが楽しいんだな。メインなんだな。 

 

学校の先生が生徒に弁当取りに行かせたりしてね。私がガキ大将だから、「おいお前、先生の弁当

取ってこい」って指名するの。先生って学校の周り近所に住んでましたからね。それは普通でした

よ。皆で遊びながらとりに行くのね。そうすると先生の親もなんかくれるのよ。先生も親も子ども

も、家族みたいだったね。授業の時に怒られて張り倒されたりしたけど、それも愛情があったから。

今じゃ考えられないね。 

私はガキ大将だったから、なんでも楽しかったね。ガキ大将はいいですよ。遠足は楽しかったね。

円海山。歩いて、時期的に実ってるものがあると、みんな食べちゃってね。一列縦隊でなんかで歩

かなかったけど、大怪我したってなかったね。車も走ってなかったしね。川に落っこちたくらいか

な。 

 

笠原 節夫さん 

昭和３０年頃のお話 

（６～８歳頃） 

南高校に登る坂周辺 

７ 



テレビでいうと赤胴鈴之助のチャンバラくらいかね。今のマクドナルドのところの家がこの辺り

で一番 初にテレビを買って、皆で力道山見たよね。公民館みたいになっちゃって。うちのおばあ

さんが初めてテレビ見た時、後ろを覗いたもんね。誰かいるんじゃないかってね。 

十五夜お月さんなんか、かっぱらうのが普通だったもんね。お団子。大体盗るやつはわかってん

だけどね。「おい、うまかったか？」なんて聞かれたりして、「ごちそうさまでした！」なんて言っ

たりしてさ。隣同士、自分の物は人の物、人の物は自分の物でね。味噌がないからもらってこいと

か、お互いに譲り合ったよね。そういうしきたりは、冠婚葬祭からきてるんだよね。今は葬儀も家

でやらなくなっちゃったしね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞き手コメント 

今の私たちは狭い土地に沢山の人がぎゅうぎゅう詰めに住んでいて、だから心も狭く、自分の領

域を守ろう、守ろうとして責任を押し付けてしまったり、お互い様という意識が薄れてしまうのか

な？なんて考えました。当時は集落全体が家族のように寄り添って、どこの子も自分の子どものよ

うに見守っていたんだなということがわかりました。自分の子どもにも、今しかできない子どもだ

から許されるちょっとしたいたずらや冒険など、いろいろな体験をさせてあげたいと思いました。

また、「テレビの存在が子どもの遊びを大きく変えたんじゃないかな。」とおっしゃった一言が印

象に残りました。各家庭が１台ずつ持つようになって、地域での人との関わり方や生活まで変わっ

てしまった、と残念そうでした。まさにその変化の時代、テレビと共に成長してきた私ですが、子

ども時代を楽しそうに話される笠原さんの姿が、ちょっぴり羨ましく思えました。 
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      まだ自然の残る 

日下の地で 
 

 

関には明治の頃から商店街があり、日下の辺では栄えて

いる場所でしたが、私が小さかった頃は家はまだ少なく、

通りの裏へ行くと辺りは田んぼで砂利道でした。子どもた

ちにとって辺りの自然はすべて遊び場だったので、外で遊

ぶのが楽しく、ままごとやおはじきのような女の子の遊び

はあまりやった記憶がありません。男の子も女の子も、大

きい子も小さい子も一緒に遊びました。 

 

家の裏の田んぼではエビガニ（ザリガニ）釣りをしまし

た。木の棒にひもをつけ、するめやエビガニの尻尾を餌に

して釣りました。現在の天王谷戸公園の所は笹藪で、水が

湧き出ているきれいな沢があり、大きな沢ガニがいたので

沢ガニ獲りをしました。 

辺りの山にはあけびがたくさんあって、すぐ近くの雑色

の山（現在の笹下中央公園辺り）へあけび採りに行ったこともありました。そこにはお稲荷さんが

あったので、暗くまで遊んでいると母に「あそこに行くと狐が出て連れ去られるよ！」と脅されま

した。 

一番よくやったのは基地遊びです。磯子工業高校の近くの土手の少し登ったところに自然の穴が

あって、そこを基地にして遊ぶのですが、自力でそこまで登れないとだめなんです。登れない子は

下で待っていなければならなかったので、小さい頃はさっさと登っていくお兄ちゃんお姉ちゃんた

ちを見ながら「いつか絶対に登ってやる！」と思っていました。小学校の中学年くらいになって一

人で登れるようになると優越感を感じたものです。また、現在の笹下台団地の辺りはぼうず山と呼

ばれていて何もないところだったけど、笹竹はたくさんあったので、それを使って秘密の住み家を

作りました。捨て犬をそこで飼ったこともあります。給食のパンをこっそり持って帰ってきて犬に

あげたりしました。他にも木の上など場所を見つけては秘密基地を作って遊びました。 

自宅が商店でしたので、リヤカーや大きな荷台のついた自転車があり、それに乗って遊んだりも

しました。みんなが乗ったリヤカーを大きい子がぐるぐる回したり、シーソーのようにしたり。乗

っている子たちは、振り落とされないように必死でしがみつくんです。落ちても下は土だったから

大きなけがをすることはなかったのですが、親に見つかっては怒られていました。 

 

 みんなで遊ぶので、大きい子は小さい子の面倒を見て、小さい子は大きい子たちについて行こう

と一生懸命でした。「おまえ、泣くからいやだ！」なんて言われて遊んでもらえなくなると困るので、

８ 

田口 久美子さん 

昭和 33～40 年頃のお話 

（2～１０歳頃） 

日下地区 関商店街周辺 



泣いても必死でついて行ったし、命令にも従いました。蛇を捕まえてしっぽを持ってぐるぐる回し

たり、エビガニをとれ！と言われて獲ったり。いわゆるボスのような子がいて、遊びを考えたりみ

んなを引っぱって行く役目をしていました。誰かが空き缶を見つけてきたら「よし今日は缶けりす

るぞー！」とかね。 

いろいろな遊びや、やってはいけない危険なことも、一緒に遊ぶ中で、大きい子から小さい子へ

と自然に伝わっていったように思います。 

 

小学校を卒業するころには周りにもたくさん家が建ちました。子どもの数が増えた日下小学校は 

校舎が建て替えられ、辺りの景色も随分変わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞き手コメント 

小さい頃からみんなで一緒に遊ぶのは当たり前の事だったのでしょうが、みんなたくましかったの

ですね。基地遊びのように子どもたちだけの秘密の遊び場は、わくわくしてさぞ楽しかったことだろ

うと思います。自然の中で伸び伸びと遊べて、お話を伺っただけでもその頃の様子が目に浮かぶよう

に楽しかったです。大人になってからも、自分の子どもの頃はこんなことしたんだよ、なんて語れる

思い出があることは素晴らしいことだと思いました。時間に追われて生活をしている今の子どもたち

に、同じように遊べというのは難しいかも知れませんが、大人になってからも思い出されるような楽

しい経験を今の子どもたちもできることを願います。 

昭和 33 年頃の笹下釜利谷道路 

上大岡方面を望む 
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      遊び場は「街」 

そのものだった！ 
 

 

 私の小学生の頃は、高度成長期の始まりで世の中は貧し

いながらも活気に満ちていました。町には開発の波が押し

寄せていましたが、まだまだ自然がいっぱいありました。

そんな少年時代の「遊び場」は、まさに「街」そのもの。

山や川、池、田んぼといった自然や、農家や大きな家の庭、

小学校の校庭、工事現場など、たくさんの遊び場が子ども

の好奇心を満たしてくれていました。 

少年時代の遊びといえば、「缶けり」「住処（すみか）作

り」「三角ベース」「馬とび」かな。一番よく遊んだのは、

「缶けり」。ただ広いというだけでなく、隠れる場所がない

とできないですよね。私は近所の大きな農家の庭先でやっ

たりしました。農家には、納屋や土蔵があり、そこに隠れ

ることができたから。今考えると、農家の方もよくだまっ

てみていてくれたなと思いますね。 

自分たちの秘密の「住処」を作ったりもしました。大きな木の上にベニヤやトタンをしいて見張

り塔にしたり、防空壕の跡をきれいにしてローソクで明かりをとったり、宝物を隠したりと、ずい

ぶん夢中になりました。おなかがすくと、「いちじく」や「あけび」を採って食べたり、季節によっ

ては裏の山で竹の子狩りをしたり。今のように危険だからとか盗難防止などと柵が立てられている

こともなかったなぁ。 

 ちょうど巨人の V9 のスタートや長島・王が全盛期で、「三角ベース」もやりました。広い場所さ

えあればゴムボールと木の枝をバットに何人でもプレーができたからね。ボールが見えなくなるく

らい遅くまでやったものです。当時は小学校の校庭はいつでも自由に使えたし、開発のための造成

地とか野球をする場所はそこらじゅうにありましたしね。（今でも巨人命です！） 

 「馬跳び」は、とても荒っぽい遊びですが、当時はとても人気がありました。学校の休み時間や

放課後にたくさんの馬ができていましたね。どこかで首の骨を折る事故が起きて禁止になっちゃい

ましたけど…。「忍者ごっこ」もやったなぁ。忍者が活躍するテレビドラマの影響で、山や川、学校、

建築現場などあらゆるところを「忍者になって探検」していました。 

忍者の武器である「手裏剣」もブリキの空き缶を星形に切って作りま

した。木造だった日下小学校の壁に、その手裏剣を投げ、刺して遊ん

だりしました。当然？、怪我はするわ校舎は傷つくわで、すぐ禁止に

なったけどね。テレビ創生期にテレビとともに生きてきたって感じか

な。 

菊川 一広さん 

昭和 35～40 年頃のお話 

（4～１０歳頃） 

日下小学校周辺 

９ 



「銀玉鉄砲」「めんこ」「ヨーヨー」「スーパーボール」など、おもちゃを使った遊びもいろいろあ

って、「ビー玉」は関の湯の前の広場で、４０～５０人の子どもが集まって競ったり、取り合ったり

しました。駄菓子屋や貸本屋といった子ども相手の店があって、そこは子どもの「社交場」になっ

ていました。 

小学校の高学年になると、「2B 弾」「クラッカー」と呼ばれた花火のかんしゃく玉が一時流行りま

した。先端にマッチで火をつけてコンクリートの壁やアスファルトに向け投げつけたり、田んぼの

あり塚を爆破させたり残酷な遊びもしました。ちょっと後悔したりしてね…。今から思うと、よく

そんな危険なものを小学生に売っていたなと思いますが、わんぱく盛りの少年にとっては、わくわ

くどきどきする一品でした。 

 

こうして少年時代の遊びを振り返ると、世間や大人たちが子どもの遊びに対して、鷹揚、寛大で

あったように思います。今ほど物もなく、貧しかった子どもたちは、身近な自然や空間を工夫して、

なおかつ、好奇心を充たすような行動をとっていたように思います。 

 

                   

 

聞き手コメント 

菊川さんの口から魔法のようにポンポン飛び出してくる「遊び」の名前、とても懐かしくわく

わくした気持ちでお話を伺うことができました。同年代の方であったため、「遊びの種類があま

りない時代だからこそ、共通体験として盛り上がれるんだろうね」と、豊かとはいえないかもし

れないけれど、幸せを感じられる自分達の子ども時代に改めて感謝！という気持ちになりまし

た。今は価値観も多様化して選択肢もたくさんありますが、子ども達には、仲間と一緒に「楽し

かったね」と言い合える遊びも大切にしてほしいなぁと思いました。 
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      お墓は庭だ、 

        隠れ家だ！ 
 

 

 石材店を営む自宅は墓地の管理もしていたので、店先は

いつも職人やお客さんが出入りしてました。挨拶をしなか

ったり敷居を踏んだりすると、よその子も容赦なく祖母に

叱り飛ばされたものです。親は忙しいから子どもは放っと

かれてて、おやつはいち早く空腹になる弟がリンゴをむい

たりしてました。梅干しを笹にくるんでチューチュー吸っ

たり、お友達の家で畑のトマトをもらったことなどもよく

覚えています。作業場は危ないから行ってはいけないと言

われていたけど大人たちのの目を盗んでは、石に乗ったり、

鞴
ふいご

をいじったりしましたね。「ダメ」と言われることほど

やりたくなるのね。当時は道が舗装されてなくて雨の日は

ぬかるむんだけど、そこをわざとハネを上げて歩いたりし

て、友だちと泥水をかけ合っては服を汚して帰って怒られ

てたもの。 

 家のまわりは墓地と竹藪があるほかは草ボウボウ。そこにゴザを敷いてはハコベやスカンポ（イ

タドリ）を摘んでままごとをやったり、レンゲの冠や数珠玉のネックレスを作ったりとか。墓地で

はよくかくれんぼをしました。門構えの立派なお墓や金魚池のあるお墓などもあったのでおままご

とにも 適な場所。「肝試し」はもうそのものなので「仕掛け」要らずでした。 

高台にある家から坂を少し下った日行寺までの付近一帯に住む子どもたちで、男女別１０人ほど

の登校班が形成されていました。毎朝境内でゴム跳びや縄跳びをしながら皆が集まるのを待ち、そ

こから桜岡小学校へ通っていたんです。この登校班の女の子だけのメンバーでよく一緒に行動して

ました。誰かの家に集まって夏休みの宿題もやったし、みんなで新聞紙で袋を作って公設市場へ持

って行って売るなんてこともした。そのお金で花火を買って遊んだ記憶があります。何をやるにも

上級生を真似てましたね。上級生も面倒見がよかったし、間違ったことをする子は周りの誰かしら

が正して、大人が口を出すことはなかった。私が大きくなるにしたがって、だんだん登校班の結束

がなくなり、高学年になると学校の友達とマンモスプールや磯子のプールに泳ぎに行ったり、石川

島播磨の施設にバスケットなどをしに行ったりするようになりました。 

 弟がいて男の子と遊ぶことも多かった私は、クワガタやカブトムシを捕まえ、田んぼでザリガニ

も釣りました。麓の上大岡駅周辺は田畑が広がっていたんです。急坂だらけだったから、拾ってき

たトタンのソリで滑るわ段差は飛び降りるわ。大人には厄介な坂だったろうけど、遊ぶには面白か

ったですね。藪の奥にこっそり穴も掘ったわ。３人ほどがしゃがんで入れるくらいの横穴だったか

しら。この「基地」にトタンのソリやおはじき、お手玉など大切なものをソワソワ隠すんです。仲

與安 公子さん 

昭和３５～４０年頃のお話 

（６～１１歳頃） 

上大岡駅東側一帯 

10 



間以外に場所を知られたくないから、そばの木に見張りが登ったりして。 

地域の催しは一大イベントで、節分にはお寺の豆まきが待ち遠しくってね。お祭りの役員をして

いた祖父が、お祭りに合わせて立派な子ども御輿を作ってしまったのには驚いたけど、それを担い

だのは楽しかったなあ。 

土地にまつわる言い伝えなど、昔ながらの風習が残る一方で、浸透しつつあった都会の暮らしや

地域になかった習慣など、目新しいことに興味が向き始めた頃でした。転校してきた子の家へ遊び

に行って見る暮らしぶりがとても新鮮だったのを憶えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

右は、ご実家の前の写真。 

坂を上り詰めた峠の交差点、 

  今もその面影が残っています 

     

聞き手コメント 

どんな場所も遊び場になりうるもので、一般には避けられがちな墓地が日常的に遊び場となっている

のがユニークに思えました。ないものからの創意工夫や冒険心が、遊びの面白さや幅を広げてゆくも

のですね。五感を駆使した遊びから生まれる発想力とたくましさを、ぜひ今の子どもにも伝えたい。

ヒアリングを行なったご実家の石材店・墓地管理事務所は、古い建物がそのまま残っていて、とても

趣がありました。 
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      竹で作って遊んだよ！ 

 
 

 

 かつては農村地帯だった野庭も昭和 40 年代には野庭 

団地もでき、住宅地へと変わっていきました。昭和 40 

年ごろまではこの辺りは全部山ばかりで、平らなところ 

はほとんどなくってね。平らなところしか住めなかった 

から…。小さな集落だったから、みんな一緒にいたね。 

20 人くらい、小さな子も一緒にいたね。 

 

 川ではよく遊んだよな。川をせき止めて、馬洗い川の

ところ今は田んぼないけど、その頃は家ごとに田んぼが

あって分れていたから、そこに入る水路のせきを止めて

ね。自分の家のはしないの、よその家のでね。「かいぶる」

っていったかな。ザリガニがいたんだ。フナも捕って遊

んだよ。 

 

 田んぼで遊んだのは今

の藤が沢の辺りで、山があって谷があって谷の所が田んぼで日陰にな

るから、冬になると田んぼが凍るの。川の水は凍ってもそんなでもな

いけど、冬の田んぼは水も少ないし凍るとスケートができたの。下駄

スケート！ 田んぼだから氷が割れて落ちても平気だし、危くないしね。やりづらかったのは滑っ

ているうちに、刈った後の稲の切り株が出てきて、じゃまになってよくこけた。よその田んぼだっ

たけど、滑ってても別にしかられなかったね。 

              

 兄貴が竹スキーをしていたのを見たな。昭和 35 年くらいかな…。あ

の辺りは勾配がきついからね。緩やかな所があれば、自分もしたかもし

れないな。 

 

 弓矢もよく作ったな。今考えると危ないんだ。でもこれがよく飛ぶんだ。 

作り方も誰に教わったってわけじゃないけど、古い畳を

ダーツの的みたいにしてね。深くささるよ。そして今考

えるととてもバカなんだけど、上に打つんだよ。見えな

くなるほど。飛んでいって重力があるからね。落ちきて

地面にささって。頭に落ちたかもしれないのにね。 

皆川 清さん 

昭和 35～4５年頃のお話 

（５～１５歳頃） 

野庭 

11 



 

 あと、「鉄砲」って呼んでたけど、これはおやじに作り方を教

わったんだ。木の実を入れてね。ドングリやなんてんの実を入

れて飛ばすの。だんだん知恵が出てくると、衝撃をあたえると

バーンっていう火薬を入れるの。駄菓子屋で売ってたからね。

すごい音したよ。 

小刀で作って遊んだのは小学校の低学年くらいまでかな。学校へ行き出すと学校で遊ぶからね。 

 

自転車なんかも大人のしかなかったね。普通に座ったんじゃ足が届かないから三角乗りしてね。

大きくなってサドルに座れるようになるとペダルが上に来た時に思いっきり蹴るんだよ。足はまだ

ついてないから。重いしね。自転車の色も、親父のだし今みたいにカラフルじゃないんだよ。でも

ね、油で磨くときれいになってね。光るんだよ。それで、よく磨いたな。 

不用品置き場があって、そこが宝の宝庫でね。そこからいるものを選んで、自分の自転車につけ

たり…。たとえばベルね。自分のになければ、そこから見つけて自分のにつけるんだよ。自由に入

れたからね。 

 

 

 

 

 

 

 

聞き手コメント 

大人を気にすることなく 自由に行動し遊びに没頭できたのだろうなと思いました。 

遊ぶものを作り出すときの工夫や人とのつながりも当たり前の事すぎていたからこそ「誰かに教

わることなく」という言葉が言えるのだなとうらやましく思います。 

またまわりの大人達も細かいことに口を出したりせずおおらかに見守っていたんだろうと考える

と、今よりゆったりとした時間が流れていたのでしょう。 
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      とーぎーさんは 

偉い人？ 
 

 

僕らの子ども時代は、上大岡辺りがベットタウンになって

どんどん外から人が移り住んでくるような時代だった。そん

な中で子どもの遊びもどんどん変化していった。 

印象的なのは、「だるまさんが転んだ」と言う遊びのこと。

当時このあたりでは、「だるまさんが転んだ」ではなく「東

郷さんは偉い人」と言って遊んでいたんだけど、よそから越 

してきた女の子が、「乃木さんは偉い人」だって言い張るん 

だよね。そこで折衷案として「とーぎーさんは偉い人」と言 

って遊ぶようになった。それはいつしか「とーにんさんは偉 

い人」と変わっていったが、子どもながらに、外の文化をう 

まく受け入れていったんだろうね。 

田んぼや雑木林が崩され平らにされて、辺りの風景もどん 

どん変化していった。そういう造成地でもよく遊んだ。山を

崩したあとに水の流れが出来ていて、そこを塞き止めてダムを作って、塞き止めた水が溜まったら

決壊して、「わぁー！」なんていうのをどろどろになってやっていた。走っているダンプカーの後ろ

にぶら下がったりもしたし、時には工事のおじさんがダンプカーに乗せてくれたりもした。 

 団地が出来て家が建つ中で廃材がよく手に入ったので、いろんなものを作ったり。捺染工場に行

くとトイレットペーパーの芯を長くしたような棒がいっぱい捨ててあったので、それでチャンバラ

をしたりもした。 

 学校から家に帰って外に出ると誰かしらが集まってきて、その時の気持ちの赴くまま、その時に

手に入る素材で遊んだ。 

 野蒜（ノビル）や桑の実を採ったりもしたけれど、僕達の世代は生活がそこそこ豊かになってい

たからか、何かをとっておやつ代わりに「食べる」ということはあまりしなかった。缶けり・どろ

じゅん・女の子達はゴムとび。土の地面があったので「ＳＳ合戦」「ひまわり」「けんけんぱ」など

地面に線を引いていろんな遊びをした。銀玉鉄砲やリリアンなどの駄菓子屋さん文化もあったね。 

 でも、なんといっても僕らの時代の特徴はテレビの登場。テレビで「伊賀の影丸」や「忍者部隊

月光」などをやると忍者ごっこが流行ったし、オリンピックの時は棒高跳びなどを真似して遊んだ。

野球もテレビの影響の一つ。ON 全盛の時代だからね、野球はよくやった。ソフトボールを使って

バットは棒、ベースは地面に書いた。その時の人数によって２塁までしかなかったり、１塁の往復

だったり･･･。 

テレビが遊びに介入してきたことは確かだけど、いつも外で遊んでいた。どこかのお寺で「豆ま

き」しているとか、「花祭り」でお菓子がもらえるとか、地域の子ども達の口コミ網は健在だった。

西海 秀晃さん 

昭和４０年前後のお話 

（７～１４歳頃） 

上大岡駅東側を中心とした一帯 

12 



強い子弱い子いろんな子がいる中で、なんだかんだ言いながらも完璧な仲間はずれはせず、助け合

いながら遊んでいた。毎日毎日学校から帰ったら暗くなるまで遊んで、暗くなってお腹がすいたら

帰る。勉強もしなかったし、お手伝いもしないでとにかくよく遊んだ。子ども達が家業の手伝いな

どから解放されて、生活の中で遊びの時間がちゃんと保障された「遊びの全盛期」だったのかもし

れない。でも、遊びの中で社会性が身についたのは確かだと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

聞き手コメント 

時代の変化と共に子ども達の暮らしや遊びがどんどん変わっていく様が手に取るように感じられた。

汐見台にあった留学生センターや野庭の皆川くんち（別ページで紹介）の近くの公民館のような所で

よく卓球をやらせてもらったとのこと。地域の大人達も子どもの遊びにおおらかだった様子が伺える。

エレキをやっている近所のお兄ちゃんの家に集まって、テニスやバトミントンのラケットで真似をし

て遊んだという話もあった。新しいものが入ってくる中でも、ご近所の親しい関係はまだまだあった

んだな･･･と、ほのぼのとしたあたたかさを感じた。 
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    雑木林と園で 

  育まれたもの 
 
 
父が安部幼稚園（初年度は幼児園）を創立した昭和４０年頃、 

１歳の時に芹が谷に住み始めました。開園の準備に通っていた 

父からは、上大岡駅が掘っ立て小屋のようで、現在バス通りに

なっている芹が谷に続く道も、雨が降ると轍が深く残り、タク

シーが水道橋辺りまでしか来てくれなかった話や、ヤマドリ

（雄の尾羽が美しい緋色のキジの仲間）がいたこと、今の園の

雑木林「あべの森」は、当時は伐採された切り株が並ぶ禿げ山

で、県営住宅造成の為に田圃を埋め立てようと削られていった

山がかろうじて残ったものであること等聞かされて育ちまし

た。 

あべの森は地元の人から「日向山」と呼ばれていたそうで、

ここは冬でもぽっかぽか！そのことを昔の人もよく知っていたのでしょう。子どもの頃は縄文時代

の土器がよく出ました。かつては炭焼きの材や薪をくれる雑木林として人々と共にあったこの森で

すが、今は園や地域の子ども達や人々の、育ちや憩いの場となっています。 

ここを守り継ぐために、職人さんにお願いして剪定をする等、木を育て森を守っていきたいと思

っています。 

 物心つく頃には園児に混ざって遊び、園が、生活そのものというか、良い遊び場でした。こうい

う所で育ちましたから木登りが大好き！春の芽吹きの頃もいいですよ。木に登ってぼぉ～っと風を

感じて過ごしたり、木の上から夕日をずーっと眺めたりもしました。あべの森から富士山が見える

のですが、冬などは「黒富士」といって茜色の夕焼け空に富士が黒く浮き上がって見え素敵です。

どろんこ遊びや飼っていたチャボの世話も大好きでした。花の蜜を吸ったり、シロツメクサを編ん

だり、オオバコ相撲をしたりして遊んだのも覚えています。自宅が幼稚園ということもあって、ど

こかへ遊びに出かけるというよりは、友だちが遊びに来てくれることの方が多かったようです。怖

かった事といえば、幼い頃はヘビもよく出ましたし、木登りをしていて高く登り過ぎて降りれなく

なったことも何度かありましたね。 

 小学生になると、園以外でも校庭や近所の空き地などで遊ぶことも増えました。石けりやだるま

さんがころんだ、馬乗りや缶けり、ロウ石で描いて遊んだりもしました。わくわくしたのは基地づ

くり。空き地の背の高い草を寄せ、上の方を縛って空間を作り、中にゴザを敷いたり、どこから調

達したのか！？壊れた鍋釜を持ち寄って隠れ家を造りました。１号基地、２号基地と呼んで、友だ

ちとの集合場所にしたりしました。遊びはその日に集まったメンバーによりけりだったように思い

ますが、女子ばかりだと、おままごとや流行のリカちゃん人形を持っている友だちの家に行って遊

んだり、石けりや馬乗り、鉄棒などもよくしました。男子も混ざると、なんと言っても缶けりでし

安部奈穂さん 

昭和４０年代のお話 

（幼児～学童期） 

芹が谷・安部幼稚園 
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たね。自分たちでルールを決め、作戦をたて、アイコンタクトで駆け引きしたりしてスリル満点！

楽しかったです。友だちと思い切り走り回って遊んだ頃がとても懐かしいです。高学年になると、

女子はおしゃべりが楽しく、ピンクレディーの真似をして踊ったりと、どうしても家の中で遊ぶ 

ことが多くなりましたし、中学生になればますます女子は女子同士。外で思い切り遊ぶことも少な

くなりました。 

大人になって、再び園の子どもたちと遊ぶようになった時、例えば虫捕りも、昔とった杵柄か？

原っぱや葛の葉に隠れているバッタなどを素早く見つけ、カマキリを見つけると思わずダッシュ 

していたり、ピシッと俊敏に掴める自分に驚きました。裸足も大好きで、子どもと一緒になって 

どろんこをして泥の感触を楽しみました。そうして土踏む心地良さは、足裏に懐かしいものでした。 

大人の目の届かない所で隠れ家的に遊ぶ楽しさは、なんとも言えない充実感や達成感をくれまし

た。そして、なぜか遊びの中ではいっぱい失敗しても諦めずポジティブになれたことを思い出しま

す。自然の中で遊び、心身共に解放され充実していく心地良さや、友だちと繋がる心地良さを、こ

れからの子どもたちにも是非実感してほしいです。木の上から眺める地域の空き地や雑木林はどん

どん減っていきましたが、今、園の森で遊ぶ子どもの姿や、失敗しても失敗してもコマ回しに挑ん

でいく姿などをみると励まされ、「人とつながる心地良さを育む遊びを子どもたちに！」と願わずに

はいられません。子ども時代に、自分に向き合ったり、友だちと過ごす豊かな時間の中で育まれた

ものは、自分を支えてくれる一生の宝物になるのですから。･･･今、私に「安部幼稚園」という故郷

があるのも、そんな子ども時代のお陰だと思います。 

 

 

          

 

背景は 

幼稚園から 

三枝木台団地の 

造成地を臨んだ 

辺りです 

 

 

 

聞き手コメント 

 お話し中の笑顔につい見とれてしまいました。自然と豊かに接していると優しい表情になって 

いくという話を聞いた事がありますが、「子どもが素足で駆ける足裏の感覚･･･あの躍動感が大好

き！」と話される際には、駆ける子さながらに笑顔弾ける素敵な方でした。遊びながら、五感活か

す体験が存分にできて、傍らにいる大人と共感しあう体験を交わせるって幸せだなぁと思いまし

た。奈穂さんが 後に話された想いは、この地で育まれ、とりたてて「遊び」を取り出すまでもな

く、“日向山”や園で過ごす中で培った感覚が身体の奥に沁み込んで活きているからこそだなぁ

と･･･感じ入りました。園が皆の心の故郷になっていること、これからもそうあり続けていく有難

さを感じました。お話を聴く機会を通して豊かさのお裾わけ頂く貴重なひとときになりました。 

このあたりで遊びました
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     変わりゆくまちの中で 

   見つけた遊び 
 

私たち家族が洋光台駅前の公団に引っ越して来たと

きは、ちょうど JR 洋光台駅ができて、港南台駅も造っ

ているところで、その辺りは住宅街として既に大規模

に造成されはじめていました。 

でも、その頃の環状３号線はまだ舗装もされていない

ただの道で、年中湿ってドロドロしていて、長靴が欠

かせないほどの場所でした。私たち子どもはそこを自

転車で走ったりしましたけど。３号線辺りはまだ昔のま

まの原野で、よく円海山に入って崖っぽいところからす

べって遊んでいました。 

現在の港南台インターの入り口あたりには沼や一面

シロツメクサの生えた原っぱがあって、そこで花飾りを

作ったりしました。また、そのあたりにあった沼によく

入って遊びましたね。沼は時々ひからびてひび割れ状態

になることがあったんです。固まった土を持ち上げてみ

るとまるで魯山人の器のようで、それをお皿にみたてて

遊びました。 

沼では主にざりがに釣りを目的に、糸とするめをポケットに入れて自転車で出かけ、沼の周りで

適当な棒をみつけてそこにするめを餌にした糸を結んで釣ります。煮干も良いのだけど、すぐにく

いちぎられてしまいます。木のぼりもしてましたし、そこにいて出来ることは何でも楽しく、あっ

というまにうす暗くなってました。 

 

そうそう、工事中の港南台駅がどんなところか行ってみたくて、線路内に入って線路づたいにロ

ーラースケートはいたまま歩いたことがありました。後ろから貨物車が走ってきてワァーッと慌て

て脇によけたんです。貨物車の運転手さんはニコニコと手を振って走り抜けていきましたけど。 

洋光台、港南台だとかの地域の区別は全くなくて、行けるところまでどこまでも行っていました。

我が家では、「水銀灯がついたら帰ってくるように」と母から言われていました。 

 

当時は公団ができたことでたくさんの家族が引っ越してきて、子どもは本当にたくさんいました。

放課後は約束はしなくても、その日自分が遊びたい場所に行って、そこにいる子と遊ぶという感じ

です。だから、知らない子と遊ぶこともよくありました。 

でも、子どもがたくさんいたからかな、自然と同じ学年の友達と遊ぶことが多かったと思います。

私が住んでいた団地の敷地の隅に、秘密基地があったんです。そこは石垣の上にあるので道路から

平野 みきさん 

昭和４６～４９年頃のお話 

（９～１２歳頃） 

洋光台南第一団地、 

港南台インター付近、円海山 
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小学生時代の平野さん。 

背景に洋光台の団地を臨んで。 

 

は見えないし、生け垣に隠れていた場所だったので大人からも気づかれない。そこではよく拾って

きた鍋やフライパンでおままごとをしていました。家からケチャップとか調味料などをこっそり持

ってきちゃったりしてね。そんなこと、親にも気づかれていそうなものだけど。秘密基地にしても、

もしかしたら大人たちは気づかないふりをしていたのかも。 

 

それからローラースケートが流行って、どこに行くにもローラースケートだった頃もありました。

ローラーが４つついていて、つま先にストッパーがついているものなのだけど、だいたいがローラ

ーが鉄でできた製品だったので、子どもたちがそこらじゅう走り回るとうるさいことうるさいこと。

スーパーの中でもガーガー音をさせて走り回ってたけど、怒られることはなかったな。大人はまだ

まだおおらかだったんでしょうね。ローラースケートは駅前まで行って滑らかなアスファルトを探

して滑ったり、今の駅前公園には小さな丸いトラックがあったので、そのころ流行っていたローラ

ーゲームをして２チームに分かれてチームで盛り上がっていました。 

 

 

聞き手コメント 

自然の中での遊びと、ローラースケートなど現代の市販の道具を使った遊びが混在していた時代。宅

地造成がすすみつつも、まだまだ沼や原っぱなど昔ながらの場所が多く残り、そこでは崖をすべりお

りたり花摘みをしたり、道具がなくても楽しむことができた。しかし、平野さんがよく遊んだ沼も埋

め立てられてしまい、しだいに昔ながらの姿が消えていく。そのように著しく変わっていく環境の中

でも、場所を見つけては基地を作ったり線路に入ってみたりと、自分たちで遊びを見つけていた、当

時の子どもたちのたくましさを感じた。 

当時の環状３号線。 
瀬上方面の側から撮影したものと思われる。 

造成中の空き地にて。 
どこだって遊んじゃう！ 
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      造成地・工事現場は 

          ワンダーランド？ 
 

 

丸山台の開発が始まったのは、昭和４０年代後半。山が

どんどん削られ、大規模な宅地造成が進行していた時代だ

った。空き地もたくさんあり、子どもの頃はとにかく大人

数で学年に関係なく常に遊んでいたものでした。 

当時は工事現場にも自由に入ることができたので、横浜

横須賀道路の橋梁工事の時には皆で、富士見台あたりから

野庭のほうへ道路の上を歩いていったりして。野庭の地下

鉄車両基地工事現場も子ども心に近未来都市を冒険する

ようなワクワク感がありました。 

上永谷一丁目の丘には「くじら山」(今の上永谷第３公園)

と呼ばれる、丘を半分削ったちょっとした崖があって、そ

こをよじ登って冒険ごっこを、また美晴台「ゼロ番地」（広

場）ではゴムボール野球や凧揚げ・カラコマを暗くなるま

でやったものでした。 

丸山台から天神山辺りは大昔は海だったそうなので、ちょっと土を掘ると二枚貝がざくざくでて

きて皆で集めては遊んだり。また田んぼを耕すと土器もわんさか出てくるので、それも集めました。

今でも永野小には、当時発掘された縄文土器が展示してあります。 

ザリガニ釣りや虫捕りもよくやった。ただ川は、工場の排水や牛や豚の糞尿が垂れ流しだったよ

うで、汚れていて臭かったな～。 

カブトムシやクワガタは山にわんさかいて、夕方蜜を塗っておいて朝方 4 時ごろ友達と捕りに行

ったよ。木を蹴っ飛ばせばうじゃうじゃ落ちてきた。 

肝試しもよくしたね。夜 8 時ごろ皆で集まって、お墓のてっぺんに置いてある飴を取りに行くん

だけど、途中でお化け役が待ち伏せしたり仕掛けをしたりして結構怖かったな。 

貞昌院の境内にあるイチョウの木にもよく登ったね。木登りといえば、庭の７メートルぐらいあ

るタイサンボクの木に弟と登ったときには、一番上までたどりついた瞬間に枝が折れ、真っ逆さま

に。下が柔らかい土だったとはいえ、怪我ひとつなかったのは奇跡的だったな。 

天神山の硯池は、当時は湧き水を湛える大きな池で、その池の上には大木に巻きついた蔓がいく

つもぶらさがっていて、そこでターザンごっこをしながら池を渡った。この蔓は時々脆いものもあ

って、途中で切れて泥の池の中に落ちることも良くあった。 

当時は、真っ黒、泥だらけも当たり前のことで、怒られたりもしなかったな～。 
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亀野 哲也さん 

昭和 45～51 年頃のお話 

（幼稚園から小学生の頃） 

天神山、丸山台、美晴台 



 

 

 

 
         

 

 

聞き手コメント 

次から次へと当時のお話が湧き出てきて、毎日の充実した遊び振りが目に浮かびました。私たちが

子どもの頃は、暗くなるまでとにかく遊んだな～ということが懐かしく思い出されました。もう終

わり？と思うこともなく満足して一日を終えた気がします。自分の子どもたちをみていると遊び足

りない！！と毎日思っている気がします。 

ワクワクする毎日を今の子どもたちにも味わわせてあげたいです。 

永野小下交差点の横断歩道を渡って登校しました 

丸山台には茅葺屋根の民家も緑もまだ多く残されていました。 
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     球と壁と新聞 

～     ～仲間と街が広がって～            
                                             

 

あの頃は、男子は野球の時代だった。 

とりあえず、グローブを持って家を出ると、東永谷中 

学校のとなり、今でもある公園に行けば、みんな三々五々 

集まってきて、特に約束なんかしなくても野球ができたん 

だよね。 

 近所の子どもたち。学年とか関係なく、5，6 人集まっ

たら野球をしていた。少年野球のチームが出てきた頃で、

私は入っていなかったけれど、草野球をね。「ON 時代」の

ちょっと後で。私が小学生のころは王さん引退、長嶋さん

引退といった時代です。 

 日々想定外、誰が何人集まるかわからない草野球。今思

えば、子ども同士でルール変更するなど、臨機応変に調整

できていたみたい。でも、いわゆるガキ大将みたいなのは、いなかった気がする。 

 やることがないと、ひとりでボールの壁当てをしていたなぁ。今の子どもだったらゲームかもし

れないけどね。高校生になっても、団地の広場や、港南台中央公園で草野球していた。きっとうる

さかったでしょうけど、住民の方、よく黙っていてくれたなぁ。 

南高のあたりは、区画整理が出来ていた町で、公園も整っていた。家が建ち始めたころに、移っ

てきて、親が散髪屋をしていた。店に出ると、新聞や雑誌や漫画などがいくらでも読めたので、わ

りと早いうちから複数の新聞を読んでいたことが、職業につながっているかも。今でも実家に帰る

と、お客さんだった近所の方は私のことを覚えてくれているみたいですね。 

家の近くの公園はホームグラウンドで、時々、他の公園にも行ったけど、その時はアウェイって

感じだったなぁ。学区が広くて、大久保の方まで下がっていたので、クラスの子と遊ぶというより

は、放課後は近所の子と遊んだ。 

野球以外にもいろんなことしたなぁ。給食の牛乳キャップも集めていて、面子をしたり、釘さし

もしたし、凧も揚げた。凧も自分で作ったなぁ。野庭高校の裏でザリガニも釣った。駄菓子屋で買

ったスルメでよく釣れましたねぇ。 

高学年になると久良岐公園まで自転車で行って、釣りもした。親の持っていた釣りざおを使った

記憶があります。まぁ、３，４人でつるんで。 

 東戸塚に電車の写真も撮りに行ったなぁ。その頃は、フェンスも何もなく、線路の際まで入るこ

とが出来て、朝早くに寝台特急を撮りに行った。通り過ぎた後に、汽笛を鳴らされたりしたなぁ。 

鉄道写真や釣りとかは、その頃の少年が一度は通る道って感じがしていました。 

スーパーカー消しゴムが流行っていて、駄菓子屋で買えた。家の近くにも駄菓子屋があってね。“ラ

吉田 勝行さん 

昭和 50 年～５６年頃のお話 

（小学生の頃） 

南高校付近 
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ンボルギーニ・カウンタック”！ アロンアルファーをつけて、カチカチにすると机の上で滑りや

すくなるから、それをボールペンではじいてレースをしていたなぁ。 

「ガンプラ」（＝ガンダムのプラモデル）も流行ったなぁ。中学校に入る頃にファミコンが出てき

ました。小学校の頃に、ゲームウォッチが登場。 

 あえて山に出かけなくても自然は近くにあって、網戸を開けていたら、家にカブトムシが飛んで

来たことも。水たまりに葉っぱを浮かべて、その上にナメクジを置いて、その上に爆竹を置いて、

爆発させたりした。そういえば、公園でたき火をしていて、怒られたこともあったっけ。子どもの

頃って、虫の足を引っ張って取ってみたり、カマキリがいっぱいいたので、チョウチョウをとって

きて食べさせたり。ひどいのか、やさしいのかわからないね（笑）。木登りもしました。ブームのツ

チノコ探しも。自転車もよく乗って、よく転んだなぁ。芹が谷銀座の方までは降りてましたよ。怪

我はいつも。足にはいっぱい傷があったけど、赤チンぬっとけば治るって感じでした。 

 何をしていても楽しかったなぁ。無邪気に余計なことを考えずにいられた年頃。中学受験は学年

に一人か二人。塾に行っている子は少なかった。 

これからの子どもたちに伝えたいこと？ う～ん、ゲームばっかりはちょっと。。。。ま、確かに面

白いんだけど、バランスよくね。 

       

聞き手コメント 

 路地や公園・校庭・お店（特に駄菓子屋と店番のおばあちゃん）という生活の場にいる 

近所の大人達も含めて、自然な風景そのままに遊ぶ子達を受け入れて、さりげなく関わって

いたんだなぁと感じました。たっぷりある時間の中で、ホームグラウンドで場所（空間）と

人（仲間）と生活のあらゆるモノゴト・道具を自由自在に組み合わせる力を磨いて、その 

‘編集’感覚を活かして遊びの領域を広げていく様子が伝わってきました。遊びの主役となっ

ていた子ども時代、“何をやっても愉しかった”という一言に尽くされているなと感じました。 

このあたりで 

遊びました 
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危くてもちょっと背伸び遊

びの「わくわく」は心の宝物。

いつの時代もどんな人も。 

杉崎幸江 

豊かな原風景と温かい

人の気持ち。絵本を通

して少しでも取り戻す

きっかけになれば。 

斉藤保 

港南区制４０周年記念事業として作成しました「未来につなぐ子どもの遊びヒアリング集～ここ

で遊んだ、笑った、おこられた～」、いかがでしたでしょうか？  

多くの方々にお話を伺って、まとめた私たちも色々な事を感じる、考えるきっかけとなりました。

赤裸々に（？！）子ども時代のお話をしていただきました皆様に、改めて感謝申し上げます。ここ

に書ききれなかった数多くの逸話は、取材をした我々へのごほうびとして大切に心に残しておきた

いと思います。 

後に、かつて子どもだった私たちの一言を、当時の姿でご紹介させていただきます。 

みんな遊んで育ったんだ！

遊びの大切さを改めて実感。

やってよかった！     

岡野富茂子 

今の子にも思いっきり遊

べる子ども時代を味わわ

せて あげたい！！！ 

 新海厚子 

わが子にも楽しい子ど

も時代を、誇れる故郷を

残してあげたいと感じ

ました。渡部淳子 

様々な遊びを調べる事で、

港南区の開発の様子もわ

かって楽しかったです。 

福谷雅子 

真っ黒になるまで遊

んだ子どものころの

ワクワク感をいつま

でも持っていたいと

思います。亀野哲也



 

 

 

昔も今も、子どもの

声が響く町って素

晴らしい！気付か

せてくれた出会い

に感謝！森田泰子 

ゴム段やチェーリング。

小学生のころ夢中で 

やった事を思い出し 

ました。柳澤博子 

子どもはどんな環境で

も育つ力がある。私たち

はその邪魔をすべきで

ないんだ。初見昌美 

子ども時代のわくわく。

知識よりも体験。また見

つけたい。今すぐできる

ことから。勝然貴美江 

子は遊びを編み出す天

才！ご近所繋がり自然

の潤い活力映す元気の

バロメーター♪西泰子 

女子もガキ大将という

のかな？ボスと呼ばれ

しあの頃。口癖は「クビ

だよ」伊トーリツコ 

都会と思っていた港南

区ですが、川でうなぎが

とれた時代もあった事

におどろき。嶋村愛 

遊んだ事、友だちの事、

とりまく環境の事、 

お話中の笑顔がとても

素敵でした。小柴波路 

そうそう！っておもわ

ず相づち打ってた私。

地域は違ってても自由

だったな！ 櫛山和子

参加できてラッキー♪

大人が思うよりもした

たかでたくましいぞ、子

どもって！田口真由美 
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