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１ 企画の種類とその概要 

企画種類 概要 

ととのえる比治山 山の手入れをしっかり学んで地域で山の整備を実践・推進していく、リー

ダーや実践者の養成企画。 

あっ“たまる”比治山 冬の比治山公園を楽しむ、スポーツ GOMI拾い・たき火・ワークショップ・

外遊び・トークセッションなどの多様なコンテンツと参加者の創意工夫で

構成される one day企画。 

あえる比治山 ゲストと参加するみんなで一緒に“さと”と“まち”を楽しく近づけるための

アイデア、特に比治山公園について考える企画。 

比治山Park Run Race ウィズコロナにおける、新たな取組。決められたコースを走ってオンライ

ンで競い合うタイムトライアルレース Anytime Runを比治山公園内で開

催。密を避けたランニング大会。 

Park Session ウィズコロナにおける、新たな取組。通常のイベントよりも小規模のちょっ

と暮らしが豊かになるライフスタイルプログラムを、比治山公園全体を使

って開催。 
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２ 実施状況 

⑴ 本市が主催するイベント等について 

日時 場所 タイトル・テーマ・内容 実施状況 

令和2年7月23日 

（木・祝） 

9時～12時 

比治山公園内の 

トンネル上広場、 

ムーアの広場、 

富士見台展望台、 

陸軍墓地 

【ととのえる比治山vol.6】 

・なつしば！森も心もさっぱりと。 

・柴刈り（小さい雑木の刈取り及び草刈り）

およびゴミ拾い 

・対象：大人のみ 

雨天のため中止 

 

申込者数：71名 

大人71人 

令和2年8月22日（土） 

①9時15分～10時45分 

②11時30分～12時45分 

比治山公園内の 

御便殿広場、 

広島現代美術館付近

の通路の樹木 

【Park Session】 

〈いきものSession #001〉 

・セミの生態調査員になり比治山のセミを

観察するプログラム。 

参加者数：40人 

大人18人 

子ども22人 

令和2年9月19日（土） 【Park Session Day 2020.9】 小さな発見を夜長月の比治山公園で 

7時15分～8時35分 

比治山公園内の 

トンネル上広場 

〈ランSession #001〉 

・比治山公園を使ったランニングのトレーニ

ング方法を学ぶ。 

・Smartwatch を使った効果的な練習方法

を学ぶ。 

参加者数：7人 

大人7人 

9時～10時30分 〈いきものSession #002〉 

・サウンドマップのワークショップを行い、耳

を養う。 

・秋の虫の特徴を学び、待ち伏せ作戦での

虫を捕り観察。 

参加者数：41人 

大人21人 

子ども20人 

11時～12時30分 〈動画Session #001〉 

・スマホの動画アプリ「アドビラッシュ」を使

い、屋外での心が動く瞬間をどう動画に残

すかなどを学ぶ。 

参加者数：6人 

大人6人 

令和2年9月19日（土） 

から 

令和2年10月4日（日） 

まで 

比治山公園特設コー

ス 

【第1回比治山Park Run Race】 

・設定されたコースを参加者それぞれの自

由なタイミングで走り、オンラインで競い合

うタイムトライアル式のレース。 

参加者数：22人 

大人22人 

令和2年10月31（土）  【Park Session Day 2020.10】 秋の終わりを愉しみ、冬にのぞむ。 

7時30分～9時 比治山公園内の 

トンネル上広場 

〈ヨガSession #001〉 参加者数：3人 

大人3人 
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・体をめぐる経絡の通り道を意識したポー

ズを取ることで夏の疲れをリセットし、季節

になじむ体づくりを行う。 

9時～10時30分 〈かけっこSession #001〉 

・自然と向き合い、自分と向き合い、走らな

いのに走りたくなってくる「かけっこスクー

ル。 

参加者数：10人 

大人5人 

子ども5人 

9時～10時30分 〈動画Session #002〉 

・スマホの動画アプリを使い、屋外での心

が動く瞬間をどう動画に残すかなどを学

ぶ。お題を元に動画撮影を行い、他の参加

者の視点なども学ぶ。 

参加者数：2人 

大人2人 

11時～12時30分 〈たき火Session #002〉 

・たき火の焚き付けから片付けまでを学

ぶ。 

参加者数：7人 

大人4人 

子ども3人 

令和2年11月14日（土） 

9時～14時30分 

比治山公園内の 

トンネル上広場、 

ムーアの広場 

【ととのえる比治山vol.7】 

・カラダを動かし、森をデザインする。 

・柴刈り（小さい雑木の刈取り及び草刈り）

およびゴミ拾い 

参加者数：79人 

大人48人 

子ども31人 

令和2年11月28日（土） 【Park Session Day 2020.11】 原っぱを自由に巡り、たき火の恵みを見つめる。 

9時〜10時30分 

比治山公園内の 

トンネル上広場 

〈かけっこSession #002〉 

・自然と向き合い、自分と向き合い、走らな

いのに走りたくなってくる「かけっこスクー

ル。 

参加者数：11人 

大人6人 

子ども5人 

9時30分〜 

10時30分〜 

11時30分〜 

〈クラフトSession #001-花炭〉 

・花炭は、木の実や葉などを密閉容器に入

れて炭にしたもの。炭化しそうな物ならなん

でも炭にしてみる。 

参加者数：20人 

大人10人 

子ども10人 

11時～12時10分 

〈アートSession #001〉 

・画板と画用紙と画材を持って、比治山の

なかで作品を制作する。 

・場所や題材は自由。絵を描いた後、自分

が何を感じながら絵を描いたかを発表し合

う。 

参加者数：21人 

大人12人 

子ども9人 
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11時～12時 30分 

〈たき火Session #002〉 

・林業家と公園散策し、たき火に用いる木

の特徴や特性などのレクチャー。 

・たき火を楽しみながら、斧を使っての薪割

り体験も実施。 

参加者数：18人 

大人10人 

子ども8人 

令和2年12月11日（金） 

18時30分～21時 

比治山公園 

御便殿広場 

【あえる比治山vol.7】 

・ローカルフードの力を知る。土着化を目指

す無印良品×広島の素材を活かすモノづ

くり 

・トーク＆アウトドア懇親会 

新型コロナウイ

ルス感染拡大防

止のため中止 

令和2年12月12日（土） 

10時～15時 

比治山公園 

御便殿広場 

【あっ“たまる”比治山2020】 

〜スポGOMI & たき火Day Camp〜 

・スポーツゴミ拾い、たき火、焼き芋、外遊

びやワークショップや各出店やトーク等。 

新型コロナウイ

ルス感染拡大防

止のため中止 

令和2年12月12日（土） 

17時～21時 

比治山公園 

御便殿広場 

【たき火スローナイト】 

・たき火を囲んであったまりながら、パチパ

チというたき火の音をバックミュージック

に、いらっしゃった方々との交流。 

・たき火、フード、ミュージック等。 

新型コロナウイ

ルス感染拡大防

止のため中止 

令和3年1月30日（土） 

9時～12時 

比治山公園内の 

トンネル上広場 

【Park Session Day 2021.01】 新型コロナウイ

ルス感染拡大防

止のため中止 

令和3年2月20日（土） 

9時～15時 

比治山公園内の比治

山トンネル上のスペー

ス 

【ととのえる比治山vol.8】 新型コロナウイ

ルス感染拡大防

止のため中止 

令和3年2月27日（土） 

9時～12時 

比治山公園内の 

トンネル上広場 

【Park Session Day 2021.02】 新型コロナウイ

ルス感染拡大防

止のため中止 

令和3年3月4日（木） 

20時～21時30分 

オンライン ZOOM 【あえる比治山vol.8】 オンライン 

・未来を創る子どもたちを比治山でどう育

むか｜トーク、ワークショップ、懇親会 

参加者数：19人 

大人19人 

令和3年3月6日（土） 

10時～12時 

オンライン ZOOM 【Park Session】 オンライン 

〈かけっこSession #003〉 

・事前に撮影してもらったお子さんの動画

をもとに、オンラインで指導。 

参加者数：8人 

大人4人 

子ども4人 
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⑵ 地域住民や活動団体等への働き掛け 

取組名 取組内容 狙いと効果 

Park Session 定期的な開催で、小規模なライフス

タイルプログラムを実施。 

トレラン・かけっこ・たき火・動画・ア

ート・いきもの観察・ヨガのSessionを

行った。 

定期開催ということで、参加者に比治山公園での動きを日

常的に感じてもらい、周辺のお店などへフライヤーも配布し

認知を高めた。 

小規模に開催ということで、新型コロナウイルス感染症対

策をし、安心して参加いただく状況を作った。 

先生役となるディレクターには、いろいろな方になっていた

だき、多様なマーケットへアプローチを行った。 

比治山パーク

ランレース 

トレランのトレーニングを積んでいる

入間川さんにコースディレクターとな

っていただき、設定されたコースを参

加者それぞれの自由なタイミングで

走り、オンラインで競い合うタイムトラ

イアル式のレース。 

トレランやランニングのマーケットに向けてピンポイントでア

プローチ。 

斜度の様々な坂道や木漏れ日の中で走れることなど、ラン

ナーにとって有意義な点を見出せた。 

又、ITADAKIとのつながりで今後シティロゲイニングなどの

まち歩き的な企画にもつながりそう。 

ととのえる比

治山 

比治山公園での柴刈り 企業での参加も昨年度から引き続きあり、今後も継続的な

取り組みが期待される。 

また、ランチタイムに地元の方を巻き込むことで地域の巻き

込みがしやすくなる。 

あっ“たまる”

比治山 

比治山パンマルシェ 比治山周辺のパン屋さんを巻き込むことで、住んでいる

方々への認知や地域との協力体制づくりにつながる。 

しぜんとひろしまブース アウトドア系の方々を中心に昨年に引き続きアプローチを

行い、比治山＝街中でのアウトドアの認知がされ始めた。 

あったかブース 無印良品のカフェ部門のジビエカレーと大和重工のかまど

で炊くご飯のコラボレーションを通じ、ローカルだけにとどま

らない可能性を広げた。 

その他 広島市現代美術館の地域への紹介 広島市現代美術館のリニューアルに先立ち、段原小学校・

多聞院・段原おやじの会・段原地区町づくり協議会・綾部不

動産などとの交流の場を設け、地域の中でのつながりを作

った。 

たき火スローライフカフェ あっ“たまる”比治山の運営体制の準備も兼ね、地域の

方々との交流の場を設け、協力していただくつながりを深

めた。 

広島駅まち協議会エリアマネジメント 情報交換を通じ、今後広島駅／ズムスタと比治山をつなげ

た面での企画の可能性を探った。 
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⑶ 新型コロナウイルス感染症防止策 

① 基本的な考え方 

募集時より、参加者にマスク着用、ソーシャルディスタンスの確保など、基本的な

新型コロナウイルス感染防止策を講ずるよう、周知を行った。 

また、参加前の一定期間、体温計測、体調状況の把握を行ってもらい、体調チェッ

クリストの提出を必須とし、参加に当たっては、接触確認アプリのインストールを促

した。 

なお、参加者においては、イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症

を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告をする

よう義務付けた。（使用した資料は、別添資料②を参照） 

② 実施した取り組み 

・Park Session 

ウィズコロナにおける、新たな取組とし、通常のイベントよりも小規模のちょっと

暮らしが豊かになるプログラムを定期的に実施した。人数規模は、10名～20名程度。 

・比治山パークランレース 

GPSウォッチを活用し、参加者が一斉に集うことなく比治山公園を走るランニング

大会を開催した。 

・オンラインワークショップ 

県内の感染ステージが高い状況を踏まえ、Web上のコミュニケーションツール

（Zoom）を用い、オンラインでワークショップ実施した。特性を活かし、遠方からも

参加してもらった。 

・YouTubeの活用 

Park Sessionやオンラインワークショップなどで、ディレクターの方のメッセージ

やハウツウを動画にし YouTubeにアップした。狙いとしては、当日会場での密になっ

ての説明を避ける点、事前動画を見てもらうことで理解度を高めてスムーズにプログ

ラムに参加してもらう点、プログラム自体に参加できない方でも動画を見てもらうこ

とで個人の好きなタイミングで比治山公園を楽しむきっかけを提供した。 
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⑷ その他（自主企画） 

日時 場所 タイトル・テーマ・内容 実施状況 

令和2年10月11（日） 

13時～16時 

段原南第二公園 【たき火スローライフカフェ in だんばら】 

・あっ“たまる”比治山の開催に向けて、事

前に比治山の麓に降りて地域の方々にも

もっと知ってもらう機会を作りつつ、地元の

方々のいろんな想いが自然にたまる場が

生まれることを期待し麓の公園でたき火を

囲んだカフェを開催。 

参加者数：21人 

大人15人 

子ども6人 

商品開発 

クラフトビール「煌めき」 

あっ“たまる”比治山に出店予定だった石見麦酒に、比治山の湧水（みみょう幼稚園内）を

仕込み水とし、あっ“たまる”比治山で焼き芋になるはずだったべにはるか（さつまいも）を

使ってクラフトビールを企画開発。今後の活動のトライアルとした。 

 

３ 実施内容 

⑴ ととのえる比治山 vol.6 “なつしば！森も心もさっぱりと。” 

※イベント当日、雨天が見込まれたため中止 

日時 令和2年7月23日（木・祝） 9時～12時 

会場 比治山公園・トンネル上広場、ムーアの広場、富士見台展望台、陸軍墓地 

（集合場所）比治山公園・トンネル上広場 

参加費 200円 

参加者数 申込者数71人 

協力 特定非営利活動ひろしま人と樹の会、林業舎 雨と森、EPOちゅうごく 

ゲスト 特定非営利活動ひろしま人と樹の会、林業舎 雨と森 

当日の流れ 8:30〜 受付開始｜比治山トンネル上の広場 

9:00〜 開会式 オリエンテーション 

9:30〜 活動開始 各チームで休憩をこまめに取りながら 

12:00〜 作業終了→振り返り＆後片付け 

12:30 解散 

総括 

近隣企業（食協、フジタ、マツダ）の参加が見込まれ比治山公園の関わり人口を増やす機会だったが、残念ながら雨

天のため中止した。トンネル上公園は初回に比べて明るく日が差し下草も生えにくくなりこれまでの成果が見えてい

る。今後も定期的な開催がさらなる効果を生むと考える。 
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⑵ Park Session｜〈いきもの Session #001〉 

日時 令和2年8月22日（土） ①9時15分～10時45分、②11時30分～12時45分 

会場 比治山公園 御便殿広場、広島現代美術館付近の通路の樹木 

（集合・解散場所）まんが図書館前広場 

参加費 500円 

参加者数 大人18人 子ども22人 

協力 EPOちゅうごく、広島県自然観察指導員連絡会 

ゲスト 上田康二氏（広島自然観察会（広島県自然観察指導員連絡会）） 

当日の流れ ① 

9:00～    受付開始｜受付場所・まんが図書館前広場 

9:15～9:30  挨拶／趣旨説明 

9:30～10:30 セミとり生態調査 

10:30～10:45 調査まとめ 

②（追加開催） 

11:15～   受付開始｜受付場所・まんが図書館前広場 

11:30～11:45 挨拶／趣旨説明 

11:45～12:30 セミとり生態調査 

12:30～12:45 調査まとめ 

総括 

Park Sessionのパイロット版として昨年に引き続き開催した。いきもの観察は親子の関心が高く、一度締め切ったが

キャンセル待ちが多いため 2回に分けて開催した。 

セミは成虫だけでなく抜け殻を探すこともでき、幼児から楽しめることが親子参加しやすい要因になっている。セミに

夢中になりすぎて危険な行動をする子供も見受けられたので親子参加は今後も必須であると考える。今回はコロナ

禍で振り返りができず生態調査まで持ち上げることができなかったが、自然観察会の方々に協力を仰ぎ続けていき

たい。 
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⑶ Park Session Day 2020.9 “小さな発見を夜長月の比治山公園で” 

日程 令和2年9月19日（土） 

Session名 〈ランSession #001〉 〈いきものSession #002〉 〈動画Session #001〉 

時間 7時15分～8時35分 9時～10時30分 11時～12時30分 

会場 （集合・解散場所）比治山公園・トンネル上の広場 

参加費 500円 500円 2000円 

参加者数 大人7人 大人21人 

子ども20人 

大人6人 

ディレクター 入間川 穂高 

（トレイルランナー） 

上田康二 

（広島自然観察会） 

織田泰正 

（映像クリエイター） 

内容 ・そもそも Smartwatchでで

きることとは？ 

・Smartwatch を使った効果

的な練習方法を共有 

・比治山 Park Run Raceの

コースのポイントを共有（軽く

試走） 

・サウンドマップで耳を養う 

・チームで協力して待ち伏せ

作戦で虫とり体験 

・昆虫観察ボトルで秋の虫

の観察 

・スマホ

/Adobe Premiere Rush の機

能紹介 

・撮影時の撮り方のポイント

共有 

・お題「秋の比治山」で、試し

に撮影してフィードバックを

行う 

 

●参加者アンケート結果（28名回答） 

◆回答者属性（n=28） 

◇性別 

 

 

◇年代 

 
 

①男性 14 50%

②女性 14 50%

①10歳未満 0 0%

②10代 0 0%

③20代 0 0%

④30代 8 30%

⑤40代 13 48%

⑥50代 4 15%

⑦60代 2 7%

⑧70歳以上 0 0%
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◇お住まい 

 

 

 

◇参加したお子さん 

 

 

 

 

 

◆アンケート詳細 

Ｑ１．本日のイベントは楽しかったですか？(n=28) 

 

 

 

Ｑ２．どちらのプログラムに参加されましたでしょうか？(n=28) 

 

 

 

①比治山界隈 5 19%

②広島市内（比治山界隈以外） 21 78%

③広島県内 1 4%

④広島県外 0 0%

性別

男の子 14 70%

女の子 6 30%

年齢

7歳未満 13 65%

7～12歳 7 35%

13歳以上 0 0%
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Ｑ３．どんなところが楽しかったですか？（自由回答） 

①ラン Session 

⚫ いろんなコースを走れたとこ 

⚫ 入間川さんのトーク 

⚫ コースとスマート Watch の使い方がよくわかった 

⚫ 入間川さんのトーク 

⚫ 比治山エースと心拍ラン 

⚫ 比治山のコースの自然が良かったです。 

⚫ 入間川さんのデータ収集ぶり 

⚫ 比治山がトレーニングするのに気持ちの良い場だとわかって良かったです。 

②いきもの Session 

⚫ 虫のことを色々知ることができました 

⚫ 虫をたくさん発見したこと。虫の名前や生態を知れたこと。 

⚫ 虫をつかまえられたこと 

⚫ 虫の音を静かに聞く時間が普段なかなかないのと、私自身は大人になって虫が苦手になったけどちょっと楽しくな

りました。 

⚫ 場所をいろいろ変えて、いろいろ楽しかったです 

⚫ 虫を追い込んだところ 

⚫ 追い込み 

⚫ 上田先生の説明がとても面白かったです。 

⚫ 虫好きの子どもたちものびのびでき、身近なところで見つかる虫について詳しく教えていただきました 

⚫ 虫を見つけて観察して逃がす 

⚫ いろいろ虫のことを教えてもらえた 

⚫ 涼しい森の中を歩くこと 

③動画 Session 

⚫ スローモーションが効果的で使ってみたいと思いました。 

⚫ スローモーションでの撮影 

⚫ 細かいところが知れた所 

⚫ スマホカメラでも使い方で、プロのような撮影ができた 

⚫ 構図の考え方が今まであまり考えたことがなくて新鮮だった 
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Ｑ４．比治山へはどれくらいいらしたことがありますか？(n=28) 

 

 

 

Ｑ５．今回のイベントで比治山に来たいと思いましたか？(n=28) 

 

 

Ｑ６．やりたいプログラムがあれば教えてください（自由回答） 

⚫ 植物や虫とか。動画もまたしたいです。 

⚫ キャンプ飯 

⚫ 一眼レフでの動画撮影 

⚫ 比治山全体を使ったカメライベント 

⚫ 食べられる野草を採って食べる。比治山歴史ウォークなど 

⚫ 史跡の紹介 

⚫ ストックを使ったトレイルラン（ロングラン）のコツ 

⚫ トレラン教室 

⚫ 木のぼり 

⚫ 野鳥の観察 

⚫ きのこの観察。どんぐり拾い 

⚫ クッキング要素のあるイベント 

⚫ ちょっと食べたい。前のたき火も良かったので、難しいけど火とか 

⚫ たきび。かけっこ 

⚫ 蝶々、植物 

⚫ 虫のイベント 

⚫ 普段は家の中ばかりなので、こども（小学生）が外で遊べるイベントならなんでも！！ 

⚫ せみとり、ぬけがらとり、鈴虫とり 
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Ｑ７．参加費はいかがでしたか？(n=27) 

 

 

 

Ｑ８．イベントで改善した方が良いと思うことがあれば教えてください。（自由回答） 

②いきもの Session 

⚫ もう少し時間に余裕があると嬉しい 

⚫ 車が少し心配でしたので、車両のいないルート設定がよいかもしれません。 

③動画 Session 

⚫ 午前、午後の２部構成でもいいかも 

 

Ｑ９．本日の感想を自由に書いてください。（自由回答） 

⚫ また来たいです。 

⚫ とても楽しかったです 

⚫ 解説がわかりやすく丁寧でありがたかった 

⚫ 勉強になりました 

⚫ 大変参考になりました 

⚫ ためになりました。ありがとうございます。 

⚫ 走ろうという気になりました。取り急ぎ蔦屋の山根さんの所に行きます 

⚫ 数日雨が続いてやきもきしていましたが、晴れてうれしかったです。秋の虫はよく聞こえるのに姿が見えないの

で、捕まえ方や種類を知れて良かったです。 

⚫ 自然の中でとても楽しそうにしていました。ありがとうございました。 

⚫ なかなか親子で自然の中で過ごす時間がないので、こういう企画があるとありがたい 

⚫ いろいろな話が聞けて参考になった 

⚫ 前回のセミのイベントから毎日虫取りをしています。季節を感じて母も楽しんでます。 

⚫ ぜひ今後も企画して下さい 

⚫ とても楽しかったです。子どももとても楽しそうでした。 

⚫ セミに比べて秋の虫は探しにくくとれなかったけど、これもよい経験になりました！ 
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総括 

・各プログラムを近い時間で開催したことで、それぞれの参加者が別のプログラムの参加者と交流する様子も見られ、

複数のプログラムを一日で行うことによって「参加者同士がゆるく繋がる時間」が形成されることが分かった。 

・秋の虫さがし→いきもの相手のプログラムはシミュレーションを行っても当日は未知数で難しい。一方で、自然観察プ

ログラムは参加者の満足度は高い。 

・Run Session→オンライン・ランレースのコース試走を兼ねたプログラム。これまで satomachiの取り組みに関心のあ

る層ではなく新たなファンを獲得できた。 

・動画 Session→比治山公園で撮影し編集・発表も画面上だったので、コンパクトなワークショップに向いている。 

 

⑷ 第 1 回比治山 Park Run Race 

開催期間 2020年 9月 19日（土）〜2020年 10月 4日（日） ※使用禁止時間帯 23:00〜5:00 

コース名称 比治山公園特設コース 

参加費 2,500円 （参加費・保険料を含む） 

参加者数 大人22人 

大会事務局 （一社）ITADAKI・（株）和大地 

コースディレクター 入間川穂高 

企画内容 設定されたコースを参加者それぞれの自由なタイミングで走り、オンラインで競い合うタイム

トライアル式のレース。みんなで一斉に走るレースではないので密を避けて実施することが

でき、参加者は何度でも走って一番良いタイムを出してエントリーできるので自己ベストで望

めます。 

 

総括 

日常的にランニングをしている参加者に比治山公園を新たなコースとして認識してもらえた機会となった。また、木漏

れ陽の中で走れることは女性ランナーからの評価も高かった。 

（一社）ITADAKI と組んで開催したが、別団体からの無人での開催は危険との指摘もあり、コロナ禍の中、参加者の

安全を確保しつつイベントとして成立させることへの課題が見えた。 
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⑸ Park Session Day 2020.10 “秋の終わりを愉しみ、冬にのぞむ。”  

日程 令和2年10月31日（土） 

Session名 
〈ヨガSession #001〉 〈かけっこSession 

#001〉 

〈動画Session #002〉 〈たき火Session #001〉 

時間 7時 30 分〜9時 9時～10時 30分 9時～10時 30分 11時～12時 30分 

会場 （集合・解散場所）比治山公園・トンネル上の広場 

参加費 1,800円（＋ヨガマット

レンタル 200円） 

2,000円（2人目は以降

1000円） 

2000円（学割 1000円／

小学生以下無料） 

1,000円（学割 500円

／小学生以下無料） 

参加者数 大人 3人 大人5人 子ども5人 大人 2人 大人4人 子ども3人 

ディレクター MOMOE 

（出張ヨガインストラク

ター） 

宮本和夫 

（日本陸上競技連盟

公認ジュニアコーチ） 

織田泰正 

（映像クリエイター） 

斉藤諒 

（アウトドアイベントコ

ーディネーター、WEB

ディレクター） 

内容 ・パークヨガ ・ストレッチ 

・運動遊び 

・かけっこメニュー 

・鬼ごっこ 

・ストレッチしながら振

り返り 

〈希望者の方〉 

・ご家族の方と体の発

達についての相談会 

・スマホ／

Adobe Premiere Rush の

機能紹介 

・撮影時の撮り方のポイ

ント共有 

・当日織田さんからお題

を出してもらい、試しに

撮影。そしてみんなでフ

ィードバック。 

・たき火を楽しむため

のしつらいとマナー 

・たき火の実践 

・安全な火のしまい方 

 

 

 

 

●参加者アンケート結果（9名回答） 

◆回答者属性（n=9） 

◇性別 

 

 

①男性 3 33%

②女性 6 67%
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◇年代 

 
 

◇お住まい 

 

 

◇参加したお子さん 

 

 

 

 

◆アンケート詳細 

Ｑ１．本日のイベントは楽しかったですか？(n=9) 

 

 

①10歳未満 1 11%

②10代 0 0%

③20代 2 22%

④30代 1 11%

⑤40代 5 56%

⑥50代 0 0%

⑦60代 0 0%

⑧70歳以上 0 0%

年齢

7歳未満 4 67%

7～12歳 2 33%

13歳以上 0 0%

①とても楽しかった 8 89%

②楽しかった 1 11%

③まあまあ 0 0%

④楽しくなかった 0 0%
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Ｑ２．どちらのプログラムに参加されましたでしょうか？(n=9) 

 

 

 

Ｑ３．どんなところが楽しかったですか？（自由回答） 

①ヨガ Session 

⚫ 自然の中で体と向き合えて、時間を忘れられたとこと 

⚫ 自然を感じながらゆっくりできたところ 

②かけっこ Session 

⚫ おにごっこ 

⚫ 自然の中で走れて楽しそうでした。 

⚫ 子どもが楽しそうだった 

③動画 Session 

⚫ 新しいことを教えていただけて楽しかったです。 

⚫ 織田さんの個人レッスン 

④たき火 Session 

⚫ 体験ができたことが楽しかった 

⚫ マシュマロを焼くところ 

 

 

 

 

Ｑ４．比治山へはどれくらいいらしたことがありますか？(n=9) 
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Ｑ５．今回のイベントで比治山に来たいと思いましたか？(n=9) 

 

 

 

Ｑ６．やりたいプログラムがあれば教えてください（自由回答） 

⚫ 自然を感じられるもの 

⚫ うまく写真にうつるコツ 

⚫ また動画とりたいです。 

⚫ アウトドア教室 

 

Ｑ７．参加費はいかがでしたか？(n=9) 

 

 

 

Ｑ８．イベントで改善した方が良いと思うことがあれば教えてください。（自由回答） 

⚫ 特になし 

 

 

 

 

Ｑ９．本日の感想を自由に書いてください。（自由回答） 

⚫ とても充実した時間を過ごすことができました 

⚫ いろいろなことが知れて楽しかった。ためになったし、よかった。 

⚫ また参加したいです 

⚫ ありがとうございました。さっそくいろいろ動画撮って加工してみます。 

⚫ アットホームな感じに好感が持てました。また参加したいです。 

⚫ 楽しかったです 

 

①また来たい 7 78%

②何かがあれば来たい 2 22%

③あまり思わない 0 0%
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総括 

月に 1度同じ場所での開催で参加者が継続しやすくなった。「月に一度ここにくれば何かしている」と認識してもらうこと

ができた。 

ヨガ Session→早朝のプログラムは清々しかったが、開催時間が早すぎるとの意見があった。次回はスタート時間を遅

らせる対応があってよい。冷えた朝だったので温かい飲み物が提供できたのは良かった。 

かけっこ Session→子供たちの走りが著しく変化し「脱力して走る」効果が見られた。プログラムの最後に保護者からの

質問タイムを設け、1日のプログラムで完結せず自宅でも練習できる繋ぎができて良かった。 

動画 Session→静的プログラムは寒さ対策が必要。今回はたき火まわりで開催した。 

たき火 Session→たき火を楽しむ人口が増えるとモラルを問われる事象も出てくる。炎のコントロール、灰の処理、たき

火の形跡を残さず片付けるなど、今回のようなライトな指導がすそ野を広げると良い。 

 

⑹ ととのえる比治山 vol.7 “カラダを動かし、森をデザインする。” 

日時 令和2年11月14日（土） 9時～14時30分 

会場 比治山公園内のトンネル上広場、ムーアの広場 

参加費 200円 

参加者数 大人48人 子ども31人 

協力 EPOちゅうごく、NPO法人ひろしま人と樹の会、ボランティア段原 

ゲスト NPO法人ひろしま人と樹の会 

当日の流れ  8:30～   受付開始 集合場所：比治山公園トンネル上の広場 

 9:00～9:10 開会式 オリエンテーション 

 9:10～9:30 座学 山の手入れの基本／リスクマネージメントなど 

 9:30～11:30 柴刈り（午前の部） ＠比治山公園・トンネル上スペース 

11:30～11:40 振り返り→午前の部のみの方は解散 

11:40～12:30 ランチタイム ＠比治山公園トンネル上の広場 

12:30～14:20 柴刈り（午後の部） ＠ムーアの広場 

14:20～14:30 振り返り＆後片付け→解散 

 

総括 

企業のＣＳＲ活動を含めた活動だったので、企業内の連帯もあり作業がスムーズだった。 

7月に中止になったため、これまでの作業より草丈が伸びていたことで、逆に達成感を感じられる結果となった。 

比治山公園は山のようになっている場所なので、ヘルメットの着用、装備の大切さを桜井さんが細やかに伝えられて

いた。柴刈りなどを数年かけて行うことで変化も見られ、単発ではなく継続が大事であり、ただのイベントにしないこと

が重要だと分かった。 
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⑺ Park Session Day 2020.11 “原っぱを自由に巡り、たき火の恵みを見つ

める。” 

日程 令和2年11月28日（土） 

Session名 
〈かけっこSession 

#002〉  

〈クラフト Session 

#001〉 

〈アート Session 

#001〉 

〈たき火 Session #002〉 

時間 
9時～10時 30分 9時 30分～12時 11時〜12時 10分 11時〜12時 30分 

会場 （集合・解散場所）比治山公園・トンネル上の広場 

参加費 2,000 円（2人目以降

1,000 円） 

300円 1000円 300円（小学生以下無

料） 

参加者数 大人6人 

子ども 5人 

大人10人 

子ども 10人 

大人12人 

子ども 9人 

大人10人 

子ども 8人 

ディレクター 宮本和夫 

（日本陸上競技連盟

公認ジュニアコーチ） 

広島環境サポーター

ネットワーク 

石原悠一 

（野外美術舎） 

鈴木貴史 

（アポリト広島） 

中村修也 

（中村林業） 

内容 ・ストレッチ 

・運動遊び 

・かけっこメニュー 

・鬼ごっこ 

・ストレッチしながら振

り返り 

〈希望者の方〉 

・ご家族の方と体の

発達についての相談

会 

・材料選び 

・缶詰め 

・焼き上げ 

・冷却 

・箱入れ 

画板と画用紙、鉛筆

もしくはクレヨン等の

画材を持って、比治

山のなかで作品を制

作する。場所や題材

は自由。絵を描いた

後、自分が何を感じ

ながら絵を描いたか

を発表し合う。 

林業家と公園散策し、た

き火に用いる木の特徴

や特性などのレクチャ

ー。たき火を楽しみなが

ら、斧を使っての薪割り

体験も実施する。 
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●参加者アンケート結果（11名回答） 

◆回答者属性（n=11） 

◇性別 

 

 

◇年代 

 

 

◇お住まい 

 

 

◇参加したお子さん 

 

 

性別

男の子 8 80%

女の子 2 20%
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◆アンケート詳細 

Ｑ１．本日のイベントは楽しかったですか？(n=11) 

 

 

Ｑ２．どちらのプログラムに参加されましたでしょうか？(n=11) 

 

 

Ｑ３．どんなところが楽しかったですか？（自由回答） 

①かけっこ Session 

⚫ 走り方のコツを教えてもらい大変参考になりました 

⚫ 子どもがのびのびすごせたところ 

⚫ かけっこの合間にたき火で癒されました。子どももかけっこを楽しんでいたようだった。 

②クラフト Session 

⚫ 子どもと一緒に火を起こしたり、クラフトづくりを体を動かしながら体験するところ 

⚫ 花炭の作り方がわかった 

⚫ 花炭。とても綺麗に形が残って光沢もあって驚きでいっぱい 

④たき火 Session 
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⚫ 木を集めるところからたくさん体験できたので良かったです 

⚫ 火起こし 

⚫ 燃える火をみる機会はあまりないので 

⚫ プロの方と話せたところ 

⚫ 木を集めて折る。マシュマロを焼いてたべるところが楽しかった 

Ｑ４．比治山へはどれくらいいらしたことがありますか？(n=11) 

 

 

Ｑ５．今回のイベントで比治山に来たいと思いましたか？(n=11) 

 

 

Ｑ６．やりたいプログラムがあれば教えてください（自由回答） 

⚫ キャンプ 

⚫ トレラン教室、木を使っての何か 

⚫ 土器づくり＋野焼き、どんと焼き、くんせい 

⚫ ゴミ拾い、防災キャンプ体験 

⚫ 木や花や草を散策してみたい 

⚫ たき火 

⚫ カープのイベント 

 

 

 

 

 

 

①よく来ている 2 18%

②たまに来ている 4 36%

③ほとんど来ていない 3 27%

④初めて来た 2 18%
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Ｑ７．参加費はいかがでしたか？(n=10) 

 

 

Ｑ８．イベントで改善した方が良いと思うことがあれば教えてください。（自由回答） 

⚫ スタッフの方か参加者さんかわからなくて困った 

Ｑ９．本日の感想を自由に書いてください。（自由回答） 

⚫ 帰ってたき火をやりたいと思いました。 

⚫ 子どもが学校でチラシをいただいてきました。子どもを通してのアプローチ、ありがたいです。 

⚫ 事前に動画で様子を知れたのが、心の準備ができてよかったです 

⚫ 初めての参加で子どもも興奮気味でした。ごめんなさい。また次回も参加できたらいいなと思います。 

⚫ このようなイベントにはなかなか参加することが難しいですが、今日は来てよかったです。ありがとうございまし

た。 

⚫ ありがとうございました。 

⚫ 子どもも山に来て楽しそうにしていました。ありがとうございました。色んな道具も教えてくださり興味深かったで

す。 

総括 

Sessionが交わる時間があり、それぞれの参加者が、別のプログラムを見て参加を希望されるケースが多い日だっ

た。 

かけっこ Session→少数の参加で子どもたちの行動をつぶさに見守ることができたが、プログラム終了後、子供たちが

延長で遊ぶことがあり、コントロールが難しいことが分かった。 

指導の宮本氏によると、トンネル上公園は道路と山の斜面に囲まれ、舗装されていないことが子供のかけっこスクー

ルに向いているということなので、比治山公園がそうしたフィールドに活用されると良いと考える。 

アート Session→比治山界隈で活動されている方にワークショップを要請する取り組みは近隣住民への周知にもなり、

本人も活動しやすくなるのではと推察した。これまで行われてきた比治山公園のステージプログラムのような発表の場

だけでなく、練習の場になれば近隣とも緩やかにつながり、関心を持つ人も増えるのではないかと感じた。 

花炭クラフト→出来上がるまでの時間が長く、自然観察会の方々が時間を持て余していたように見受けられたので、

その間を埋める工夫が必要だった。（例：比治山の自然などのレクチャー、たき火まわりでの会話など） 

たき火→参加者も多く関心の高さがうかがえた。指導者も意欲的なので初心者向け、エキスパート向けなどに分けて

開催し、基本を教えつつ踏み込んだプログラムがあってもよいと考える。 
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⑻ あえる比治山 vol.7“ローカルフードの力を知る。土着化を目指す無印良品

×広島の素材を活かすモノづくり” 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

日時 令和2年12月11日（金） 18時30分～21時 

会場 比治山公園御便殿広場 

参加費 無料  懇親会に参加の方のみ 3000円（軽食の“焼肉”・ソフトドリンク付き） 

協力 株式会社良品計画、株式会社 Forema、はつはな果蜂園、バルバコア、石見麦酒 

ゲスト 河合祥太（株式会社良品計画）、小泉靖宜 

（株式会社 Forema）、松原秀樹（はつはな果蜂園） 

当日の流れ ・本事業の紹介/これまでの取組の紹介 

・ホットブレイク 

・河合さん、小泉さん、松原さんのお話 

・たき火を囲んで和えるカフェ 

・懇親会 

 

⑼ あっ“たまる”比治山 2020 〜スポ GOMI & たき火 Day Camp〜 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

日時 令和2年12月12日（土） 10時～15時 

会場 比治山公園御便殿広場 

参加費 無料  各ワークショップや各ブースでの飲食などは別途 

協力 APORITO広島店、石原悠一、株式会社石見麦酒、株式会社 WOODPRO、株式会社エージェ

ントゼロ、おかもと農園、かけっこスクール、カルビー株式会社 Calbee Future Labo、

CARLOS、キムラミチタ、株式会社キャンプドアーズ、GOODSCOMPANY雑貨株式会社、

KETA RA、株式会社ゴールドウイン、OUTDOOR SAVAGE 、しろくまリコーダー合奏団、瀬戸

内醸造所株式会社、一般社団法人ソーシャルスポーツイニシアチブ、大和重工株式会社、段

原キッズクラブ、段原公民館、段原地区町づくり協議会、株式会社テレビ新広島、TONQAL、

ニクノヤスオカ＆バルバコア、庭能花園、野塾、野良道具製作所、広島環境サポーターネット

ワーク、広島自然観察会、広島市現代美術館、広島市まんが図書館、NPO法人ひろしまジン

大学、BINGO BBQ協会、株式会社 Forema、藤澤由一、藤原美香、船越屋、ボランティアだ

んばら、無印良品、モチプロ・サポーターズ、ヤマノイ株式会社、yuucamp、YUYA ROAST、わ

くわくアート探検隊隊長 にいのべちよ（五十音順） 

当日のプログラム 01｜第 3回スポ GOMI in 比治山 

02｜たき火 DayCamp 

焼き芋 

03｜Park Session 
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⚫ 松ぼっくりツリーをつくろう！ director：広島市現代美術館 

⚫ ダンだんアート  dirctor：石原悠一＆わくわくアート探検隊隊長 にいのべちよ 

⚫ 野山の恵みを染める～草木染め～ director：広島環境サポーターネットワーク 

⚫ 比治山ぶらり散歩 director：上田康二・藤原美香 

⚫ かけっこスクール体験会 director：かけっこスクール 

⚫ TAKIBI ROASTで心から温まる１杯を！ director：YUYA ROAST 

⚫ たき火ワークショップ director：野良道具製作所 

⚫ リコーダー演奏 director：しろくまリコーダー合奏団 

⚫ 木かげで読書 協力：広島市まんが図書館 

⚫ 木製コースターに西村キャンプ場の焼き印をジュ～！ 協力：テレビ新広島 

04｜外遊び 

凧揚げ、竹トンボ、コマ回し、けん玉、お手玉、リム転がし、ケンケンパ、落葉プールなど 

05｜あったかブース 

⚫ 〈ボランティア段原〉豚汁など 

⚫ 〈段原キッズクラブ〉魚フライ串／汁粉など  

⚫ 〈CARLOS〉牡蠣チャウダーなど  

⚫ 〈ニクノヤスオカ＆バルバコア〉肉おでんなど  

⚫ 〈TONQAL〉炭焼・燻製・ジビエなどのつまみやコーヒーやスイーツなど   

⚫ 〈無印良品〉Cafe&Meal MUJIで人気の『ジビエカレー』と『バターチキンカレー』  

⚫ 〈yuucamp〉チャイ  

⚫ 〈YUYA ROAST〉コーヒー  

⚫ 〈石見麦酒〉クラフトビール  

⚫ 〈瀬戸内醸造所〉ホットワイン・ホットシードル  

⚫ 〈SATOMACHI〉焼き芋・パンマルシェ：比治山界隈のパン屋さんのパンなど 

06｜しぜんとひろしまブース 

⚫ 〈OUTDOOR SAVAGE〉アウトドアのギア・ウェアの紹介 

⚫ 〈WOODPRO〉アシバチックス・薪割り 

⚫ 〈GOODS COMPANY〉ミリタリーウェア&グッズを紹介 

⚫ 〈APORITO広島店〉「ソト遊び」のいろいろなアイテムを紹介  

⚫ 〈YAMANOI〉ペレットストーブなどの体感会  

⚫ 〈野塾〉アウトドアチーム野塾ならではのアウトドアスタイルを紹介 

⚫ 〈yuucamp〉使う機会が減ってしまったキャンプ道具や洋服を販売  

⚫ 〈テレビ新広島〉西村グッズの販売、親子限定プレゼントなどをご用意  

⚫ 〈大和重工〉移動式五右衛門風呂で記念撮影やかまどんでご飯を炊いたり 

⚫ 〈Forema〉ジビエペットフードの販売  
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⚫ 〈無印良品〉お菓子やソフトドリンクの販売  

⚫ 〈Campdoors〉アウトドア用品の販売  

07｜ほっこりタイム & music & Future トーク 

⚫ music 自然を奏でる「Lou & Keta ra」 

⚫ FUTURE トーク「たき火とスローライフ」 

森光（株式会社ゴールドウイン）／里崎亮（株式会社ノラクリエイト） 

 

総括 

広島市内における新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中止した。開催１週間前の中止判断であったが、直前まで

準備していただけに残念な結果になったが、感染拡大から中止までの決断が早く良かった。開催にこぎつけたとしても

批判は免れなかったと推測する。 

今回、出店者も増え、新たな取り組みも企画していたが、出店者も出演者も中止に対して理解を示してくださった。今

後の活動にも協力してもらえるように、関係づくりを継続していく。 

 

⑽ たき火スローナイト 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

日時 令和2年12月12日（土） 17時～21時 

会場 比治山公園御便殿広場 

参加費 2000円（カルロス特製プレート付き） 飲み物やフードは別途 

協力 カルロス、Lou & Keta ra、しぜんとひろしまブースの方々 

当日のプログラム たき火を囲んであったまりながら、パチパチというたき火の音をバックミュージックに、いらっし

ゃった方々との交流を楽しむ。 

たき火／音楽／フード／ドリンク 

 

⑾ Park Session Day 2021.01 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

日時 令和3年1月30日（土） 

会場 比治山公園内のトンネル上広場 

 

⑿ ととのえる比治山 Vol.8 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

日時 令和3年2月20日（土） 

会場 比治山公園内のトンネル上広場 
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⒀ Park Session Day 2021.02 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

日時 令和3年2月27日（土） 

会場 比治山公園内のトンネル上広場 

 

⒁ オンラインあえる比治山 vol.8  

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインで開催 

日時 令和3年3月4日（木） 20時～21時30分 

会場 オンライン（ZOOM） 

参加費 無料 

参加者数 19人 

ゲスト 関山隆一（NPO法人もあなキッズ自然楽校 代表理事） 

当日の流れ ・本事業の紹介（5min） インタビュー動画視聴も？ 

・アイスブレイク自己紹介（20min） 

・関山さんのお話（15min-30min） 

・グループワークショップ GW「未来を創る子どもたちを比治山でどう育むか（仮）」（15min）3人

×5チーム 

・各グループから共有（5min） 

・シャッフルして GW「未来を創る子どもたちを比治山でどう育むか（仮）」（15min）3人×5チー

ム 

・各グループから共有（5min） 

・まとめ・関山さんより講評（10min） 

・記念撮影（3min） 

・懇親会（任意で） 

総括 

オンラインでのプログラム初開催ということで、グループワークでの段取りや内容の共有、記録などの課題はあったも

のの、多様な参加者が「森のようちえん／自然保育」のテーマのもとに集い、それぞれのポジションの方の悩みを理解

し共有し課題解決を考える良い機会となった。オンラインだからこそ県外の有識者をワークショップに招聘しやすく、オ

ンラインだからこそ参加しやすい状況もあった。 

今回のテーマは非常に盛り上がり、ワークショップの時間も足りなくなり、懇親会でも意見交換が積極的に行われたの

で、継続的に開催し学びを深めていくのも有効だと思われる。 
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⒂ オンライン Park Session｜〈かけっこ Session #003〉   

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインで開催 

日時 令和3年3月6日（土） 10時00分～12時 

会場 オンライン（ZOOM） 

参加費 2000円 

参加者数 大人4名 子ども4名 

ディレクター 宮本和夫（日本陸上競技連盟公認ジュニアコーチ） 

当日の流れ ①宮本さんが比治山にてお手本動画撮影。 

②参加者募集、お手本動画送付。 

③参加者の動画受取、解析。 

④当日、在宅・室内で実施。 

できれば一度に３人。多い場合は、事前の動画解析から似た傾向の子でグループ分けして、

入れ替え制にしたい。時間は 30分。 

総括 

事前に子どもの動画を撮って先生に送るという点において、参加しづらい状況もあったように思う。 

ただオンラインを通じての学びは、集中してコミュニケーションがとれ、参加者の満足度は高かった。リアルな企画につ

なげるプロモーション的な取り組みだったり、大人向けの講座だったり、オンラインでの学びの企画はターゲットや狙い

を定めることでとても有効であると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


