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10:00～15:00（昼休み 12:00～13:00）

くにたち冒険遊び場

つくる・あそぶ・つながる

ぼう  けん  あそ ば

がつねん

雨の場合は６月 3 日（日）に延期
あめ ばあい えんき

ひるやす

［会場］国立市城山公園（国立市泉 5-21-20 城山さとのいえ周辺）
かい くに たち し じょう やま こう えん くにたちしいずみ じょうやま しゅうへんじょう

にち にちようび

こどもあおぞら市とは

「こどもあおぞら市」とは、こどもたちの、こどもたちによる、こども
たちのための一日限りのイベントです。「くにたち冒険遊び場」が共催
し、「あそび場まつり」の一環として開催します。
この日は、会場である「城山公園」を「アマエル村」と名付け、この
村でしか使えない仮想通貨「ルックル」でやりとりをしながら、こど
もたちがじぶんたちで「お店をつくる・はたらく・ものを買う」こと
を体験し、「社会の仕組み」を楽しく学びます。

わたしたち「こどもあおぞら市」実行委員会は、森のようちえんや放
課後クラブ、プログラミング教室や地域のチャノマ、ごはんやさん、
駄菓子やさんなど、国立市内で活動をしている子どもの活動に関する
団体で構成されています。

こどもとまちの未来に関心のある人々がやわらかにつながる「こども
あおぞら市」。広い青空の下、城山の緑がまぶしい自然の中で、こども
たちはもちろん、むかしこどもだった大人のみなさんも、
わたしたちと楽しくつながりませんか？

村のイメージキャラクター、羊の「アマエル」村長
をはじめ、ゆかいな仲間たちもいっしょに、
みなさまのご来場をお待ちしています。

「こどもあおぞら市」実行委員会

［お問合せ］こどもあおぞら市実行委員会
kodomoaozora1@gmail.com
http://lucklu.jimdo.com
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 駐車場がありません。車でのご来場はご遠慮ください。

【立川バス】国立駅南口・矢川駅より 
「国立操車場」「国立泉団地」行き⇒

「くにたち郷土文化館」下車　徒歩約７分

●
古民家

●
城山さとのいえ

こどものみなさんへ

このイベントでは、子どもたちが限られたお金をやりくりして楽しみ
ながら、おうちのお手伝いとは違う「はたらくこと」を体験し、責任
感やコミュニケーション力を養うことを目指します。会場では、100
円程度で1日楽しく遊べるような、「つくる・あそぶ・つながる」体験
のほか、ハローワークを設け「はたらく」体験を用意。仮想通貨は、
当日限り会場内のみ有効となっております。
こどもの「やってみたい」という気持ちは時に危
なっかしく、失敗をすることもありますが、それは、
身を守る力をつけるチャンスともいえます。わた
したちは、このイベントがこどもたちの自信を引
き出す場の一つになればと願っています。
なお、会場および会場周辺には飲食店がありませ
んので、かならず、昼食と飲み物をご持参ください。

おとなのみなさんへ

●もちもの…ぼうし・おべんとう・すいとう
　　　　　   おこづかい（100円くらい）

この日は、「くにたち冒険遊び場」が１日だけ「アマエル村」という村
になります。こどもたちがつくったゲームや、工作のお店が大集合して、
１日たっぷりあそべる「こどもあおぞら市」がひらかれます。
アマエル村には、ひつじのアマエル、うこっけい、モルモットとカメ、
ザリガニもいます。
みなさんも村人になって、つくったり、あそんだり、
はたらいたりして、この村のせいかつを
思いっきりたのしみにきてくださいね。

主催 : こどもあおぞら市実行委員会
共催 : くにたち冒険遊び場の会
後援 : 国立市・国立市教育委員会 
　　　 くにたち観光まちづくり協会
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公園についたらまず、うけつけをします。名前を登
録して、地図をもらってから入場です。わからない
ことやこまったことは、受付できいてくださいね。

①いりぐちでうけつけをする

［入場のしかた］

ルックル銀行で「ルックル」を手にいれます。もっ
てきたおこづかいをルックルにかえましょう。100
円で 9ルックル。ルックルが使えるのは、このアマ
エル村の中だけです。(はたらいて手にいれた「ルッ
クル」は「円」にはもどせないので、よく考えて「ルッ
クル」を手に入れたり、使ったりしましょう。）

※はじめに「円」から「ルックル」にかえた分が、どうしても使いきれなかった場合、最後に返金できます。

下で紹介しているお店のおしごとのほかにも、アマエル村のおしごとがいろいろあります。

②ルックルを手にいれる

アマエル村ではたくさんのお店がみんなをまってい
ます。お店のひとの言うことを守ってください。
12 時から 13 時はお昼やすみです。ごはんを食べ
てゆっくりやすみましょう。

●コトナハウス
ねんどで作ったクッキーを、デコレーションしよ
う！ フルーツ、ナッツ、クリームなど好きなも
のをのせて、オリジナルクッキーを作るよ。

●アートクラス 絵のうつわ
古民家の境に残る山桑の木。今年はこの地の木よ
り取れた内皮を崩して叩き、元の山桑の木に圧し
当てて、お皿を作る体験を行います。

●●放課後クラブニコニコ
マッサージに雑貨屋さんなど。
大人もこどもも楽しめるよ。
遊びに来てね～～♪

●くにたちさくら組
国立市内で伐採された桜を用いた、お箸やコース
ターなど、小物作り。長い年月共にあった桜の木
に感謝を込めて、じかに触れて体験しよう！

●●駄菓子や「くにちゃん」
おとなも子どももワクワクの駄菓子屋さん。大人
気の、くにたち産キャベツ入りお好み焼き体験も
できるヨ！

●●くにたち冒険遊び場
吹き矢や楽しいゲームのお店で景品をゲットしよ
う！木工作や木を使ったアスレチックなどいつも
の冒険遊びも実施してます。

●エンドコ
童謡を中心に馴染みのある曲をオペラ風に歌いま
す。楽しいライブであおぞら市が一体になること
間違いなし！みんなも一緒にうたってね♪

●●せかいのおとなりさん
せかおとのれん街。スライム専門店、ゲーム屋さ
ん、いろんなお店がひしめきます。売り子さんも
大募集！

●LAS
ドローンのパイロットになろう！ドローンをより
華麗に操縦して賞品 ( 駄菓子 ) をゲットしよう！
誰でも簡単に操縦できるので是非チャレンジ！

●森のようちえん谷保のそらっこ
うそっこ金魚すくいなどちびっこでも楽しめる
ゲームをやってるよ！乳幼児向け親子のんびりス
ペースもあるのでみんなで遊びにきてね♪

●あおぞら新聞社
あおぞら市の当日の様子をレポートして、フェイ
スブックで世界中に発信！見たこと、感じたこと
を写真を撮って、文章を作って伝えよう！

村長アマエルの毛刈りについて

12:30より、アマエルの毛刈りを行います。
毛刈りの目的は、羊毛を得るだけでなく、
やせてるか、太っているか、健康チェック
の目的もあります。貴重な体験です。一緒
にその姿を見守りましょう！

●●学ぼう！遊ぼう！風の子プロジェクト
～ひつじのアマエルを描こう～モデルは村長アマ
エル。描いたり、スタンプしたり。ハガキサイズ
に描いて、誰かに送ったり。おうちに飾ったり！

③たのしむ

イベント出店者の
ご紹介

１回１～５ルックルでできるゲームや工作がた
くさんあるよ。おこづかいをやりくりしながら、
ルールをまもってたのしもう。

●あそぶ、つくる

手づくりアクセサリーやだがしやさんがあるよ。
気にいったものを自分で買ってみよう。（現金で
の販売はありません。ルックル銀行でアマエル
村のお金にかえてからおかいものをたのしんで
ください）

●かいものする

自然いっぱいの公園を探検してみよう！秘密の
場所をみつけたり、ザリガニや虫をつかまえた
り、木のぼりをしてみたり。( 毎週日曜日開催
の「くにたち冒険遊び場」のアスレチックなど
は無料で遊べます。) 

●ぼうけんする

はたらきたい人は「ハローワーク」へ行って、
お仕事を紹介してもらおう。はたらいたらアマ
エル村だけで使えるお金がもらえるよ。(先着順。
当日の状況により「おしごと」の数は変わります)

●はたらく

こどもあおぞら市の
たのしみかた

出店については、雨天で延期になった場合や、当日の天候により内容を変更したり、出店をとりやめることもあります。

●あそぶ・つくる ●ぼうけんする●かいものする

ルックルを使ってたのしもう！こどもあおぞら市は、アマエル村でのせいかつをた
のしむために、みなさんがいつも使っているお金「円」
を、アマエル村でだけ使える「ルックル」というお
金にかえるというルールがあります。

こどもあおぞら市のルールと
ルックルについて
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この紙をもってくれば受付でかかずにすぐにあそべます。

小

いち さん  か　けん
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谷保・富士見台・中・西・東・北・青柳
石田・泉・矢川・国立市以外（　　　　）

○をつけてね。


