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積み木ワールドへようこそ
親と子でたくさんの積み木で遊びたい！

はじめまして。積み木ワールドで

す。私たちは総勢 7 名のスタッ

フとスタッフの子供たちとで毎月第 4

土曜に午前と午後の 2 回賑やかに開

催しています。

積み木ワールドは「たくさんの積

み木で遊びたい。」の気持ちを

持ったスタッフ 3 名と 800 個の積み

木で始まりました。積み木ワールドの

積み木は□（しかも長方形）しかありま

せん。大・小・長・短、様々はありますが、

何百個もの同じ積み木で遊ぶのが基本

です。たくさんの同じ積み木で遊ぶこ

とにより、子供自身が自由な発想で並

べたり組み立てたりできるのです。

私たちは参加者を 3 歳以上に限定

しています。それは積み木を積

み上げる事が 3 歳以上でないと難しい

からです。積み木はわずか 1mm ずれ

ることでモノがくずれたり、たおれた

りすることを遊びの中から経験し微調

整できる感覚や精神力を養います。こ

の 3 年半でスタッフも増え、夢基金

から頂いた助成金で積み木も 1600 個

になり、より多くの参加者と毎月遊ぶ

　

ことができるようになりました。

まず積み木ワールドのプログラム

の流れを紹介します。

○ 1 回 5 組の親子とスタッフ 15 人程

で遊びます。

○全員で円柱を積み上げる事により達

成感を得ることが出来、チームと

しての意識付けができます。

○一人ひとり自分の背まで積む事によ

り大人は子どもの保護者としての

参加ではない事を理解してもらい

ます。

○積み上がった人は全員に拍手して貰

で遊ばせたい !」と思っている方がほ

とんどです。しかし積み木ワールドで

は、子供だけではなく、大人も遊ぶの

です。もっといえば、子供は自分で遊

び、大人も自分で遊ぶ。誰も助けては

いけないし、助けはいらないのです。

もちろん普段とは違う形なので子供が

不安に感じているようならさりげなく

スタッフがフォローをします。

スタッフの中にはベテラン保育士

が 2 名もいます。そして親は新

たな子供の姿を発見し、子供も楽しそ

うに真剣に遊ぶ親の姿を見る事ができ

るのです。今までに参加した親から「子

供の成長を発見することができまし

た。」という感想をとてもたくさんい

ただいています。ぜひ家族全員で参加

してください。お父さんはとても凝っ

た作品に挑戦しておられますし、お母

さんは家事や育児を忘れて没頭できま

す。あなどるなかれ ! 積み木はとても

奥深いおもちゃですよ。

（積み木ワールド・濱里宜代）

うことにより達成感が得られ自信

に繋がります。

○何度も倒れてもみんなの励ましを受

けてまた積み上げようとチャレン

ジする気持ちを持ちます。

○最後にチームで思い思いの建物や道

路を造って「みんなの街」を創り

上げて満足感を得て終了します。

 

積み木ワールドのルールは 3 つあ

ります。①積み木を大事に使う

こと。（積み木を投げたり、武器のよ

うに使ったり、踏んだりしな

い !）②人の作品を壊さない

ように気をつける。（少し離

れて遊ぶ。）そして壊れても

壊した人を許してあげる。（同

じものを作ることはできま

す。）③大人も遊ぶ。

参加者の多くは、申し込

み時に「子供に積み木
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　8 月 31 日に、生活クラブ都市生活

との共催で「共同は国境を越え、海を

渡る」を開催しました。

　話はさかのぼって今年 3 月。都市

生活コミュニティセンター（TCC）の

開催した「足湯講習会」企画が、好評

だったものの、人数が少なく、参加者

からは「もっと多くの人に聞いてもら

いたかったね」との声が上がりました。

いずれ別の形で災害救援活動の報告会

を企画したいと考えていた所、生活ク

ラブ都市生活の川渕理事から今回の話

を頂きました。

　組合員活動が海を渡って広がって

いる事例から「海外災害救援」「ケニ

ア紅茶」とピックアップし、CODE 海

外災害援助市民センターの村井雅清さ

ん、日本ケニア交友会の丸川正人さん

にお越し頂き、お話を伺う……災害救

援と紅茶、不思議な組み合わせと感じ

た方もいらっしゃるかもしれません。

　でも、カンパを通じて海外とつなが

る。消費材の購入を通して海外とつな

がる。取り組みの形は違いますが、私

たちの行動が、地球のどこかの誰かに

つながっていることは同じです。

　TCC は災害救援カンパの呼びかけを

行ってきた経緯から、CODE のパート

の調整を担当しました。

　企画が固まった後、当初 25 名の枠

で募集したのですが、締切を待たずに

満杯。急遽、会場を広い部屋に変更し

て、当日は大人 49 人、子ども 9 人の

参加がありました。

　村井さんも丸川さんも熱い想いを胸

に抱いた人。現地の人々と協力関係を

築いた経緯。有効な支援を行うための

ポイント探し。私たちの取り組みがど

う届いてつながったのかを理解するこ

とができ、意義ある 3 時間でした。

　またこうした企画を行いますので、

みなさん、ぜひご参加下さい。

（TCC 事務局長・福田和昭）

垂水とけるような暑さも一夜

にして驚くほど寒くなり、

熱中症の心配はなくなりましたが、こ

の気温差に利用者様はついていけるの

か ? ヘルパー自身半袖を着るべきか ?

長袖にすべきか ? 世界レベルの異常気

象に驚かされる毎日です。利用者様に

してみたら、何十年と生きてきて、初

めての体験をされて戸惑っていると共

Report
二人同じ部屋に生活し、週 5 日ディの

日は仲良く出かけられていましたが、

曾孫にあたる僕が加わり、笑い声のた

えないとても楽しい日々。食事もおや

つも歯磨きも一緒、おばあちゃんのエ

プロン、僕のエプロン。順番を待てる

子に……、2・3 日留守したら灯が消

えたよう……、お二人も「淋しい」連発。

突進したり、つねったり、暴れまわる

僕を楽しそうに見ているお二人、お年

寄りも僕にもとても良い環境です。

（あしすと武庫之荘・立川マチ子）

に体調管理も難しいのではないでしょ

うか ? 私たちが援助に入る事で、少し

でも手助けをできたら……そんな思い

で一杯です。

（あ・し・す・と・廣瀬久美子）

武庫之荘ほっとする話▼

お母さんと義理

のお母さんと 3 人で暮らしていまし

た。そこに息子家族 3 人（もうすぐ 2

歳の男の子）がしばらく一緒に住むこ

とになり、おばあちゃん二人と過ごす

ことが多くなりました。それまでは、
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2010 年度☆介護保険事業報告
●現在、「あ・し・す・と（垂水） 」「あしすと武庫之荘（尼

崎）」の 2 つの事業所を拠点に都市生活組合員が中心と

なってヘルパー派遣事業、障害福祉サービス事業を行っ

ています。●武庫之荘では居宅介護支援事業 （ケアプラ

ン） も行っています。

都市生活との共催企画
共同は海を越え、国境を渡る

アフガニスタン写真展
2010 年 11月 13日（土）～ 16日（火）・西宮市市民交流センターにて開催予定

主催：TCC

共催：CODE

ぶどう基金の支援世帯は 228 世帯か
ら 448 世帯に。アフガンの大地に緑
がよみがえる。鍬を再び武器に持ち変
えることのないように、と村井さん。

ケニア紅茶の収益の一部は、現地の公
立学校の支援に使われている。貧しい
人たちの教育が大切と丸川さん。


