
おじいちゃんが小さい時

はじめに

浅間山麓の日当たりの良い南傾斜に生まれ、高度成長時代に何も分からないまま都会

に出て、はや還暦を過ぎ、その団塊世代のおじいちゃんが、故郷の雄大な自然の中では

ぐくんだ、たわいないが、懐かしい遊びの数々を原風景のなかに綴りました。

そして、この地でも天真爛漫な孫達が、同じように大らかに遊び、心豊かに育ち未来

に飛び立ちますように。。。

塩川孝雄

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

押し出し

いつもより早く学校に着いた。

今日も太陽が東の空から昇り、それに向かって小学１年生の僕は走ってきた。学校に

着いても誰も居なかった。

カバンを下駄箱の近くの少し広い庭の隅に下ろして腰掛けて待っていると、同級生の

鉄ちゃんが来た。２人だけでは勝負にならないから、２人で線を引いて待っていると、

何人か集まってきた。グループを二つに分けて勝負する。

真ん中に大きな丸をかく。そしてその周りに丁度ひまわりの絵の様にギザギザに線を

描くと、真ん中の丸の周りに狭い所と広いところが出来る。回りの線の一部はわざと広

くなるように描く。その外に、小さな島をかいて、真ん中の陣地の一部として、真ん中

のグループの人は其処へ飛んで入ることが出来る。

６人も集まると十分遊べるゲームである。３人対３人で分かれてジャンケンをする。

勝った方のグループが外側の陣地をとる。

さあ勝負だ。最初に体力のあるやつが攻める。外の陣地を左回りで全員が回って帰っ

てくると勝ちである。

真ん中の陣地のグループは外側の道を通り過ぎるのを押したり引いたりして道から

外すとその人を自分の仲間に出来る。

僕は少し体が大きい方である。鉄ちゃんはいつも敵にまわる。適当にバランスを取っ

て同じ力になるように工夫するのだ。

最初に僕が出る。外側のグループは一部大きくした陣地に集まり、右側の次の少し大

きくした陣地に何とか飛んで入る。その際、狭い通路を使うが、真ん中の敵に押し出さ

れないように素早く飛んで入る。

成功した。次に後から飛ぶ人を手を貸して助けてやる。敵に押されたり引っ張られて



も、引っ張って助けてやるのだ。そして僕は、もう一つ次の広いところへ飛ぶ。同じよ

うに次の人を助けてやる。その前に後の人を最初の広いところに飛ばせてやり、後から

来る二人が最初の所に無事に着いたら順に引っ張ってやるのだ。

一番向こう側は少し広くした陣地にしてある。

その陣地に行くのには、敵の飛び地の間の両方から攻撃を受ける。ここが一番難しい

通路である。

最初の広い陣地に皆が回って帰ってくるまで勝負は続く。兎に角、相手の陣地から足

を踏み出させれば良いのだ。遊びに入った人の多い時は両方の人数で１２人位になって

いた。

今日は、調子が良い。鉄ちゃんが真ん中の陣地で一人になった。その他の人は皆僕の陣

地に引きずり出したり押し出したからだ。

学校の始業のベルがなったようだった。気がついたら、５人程の人が残って遊んでい

た。他の人は、教室へ入って行ったのだ。僕たちは、ベルが鳴ってからどの位経ったの

だろうか。

教室に入って行こうとしたら掛川先生がカンカンに怒って、僕たちは教室の外の廊下

に立たされた。女の先生だが、こんなに怒られたのは初めてだった。

暫く外に居たが面白くなくなってきたので、天気も良いし散歩に行くことにした。

５人で、歩き出した。学校の北側は浅間山の傾斜地でのどかな田園である。畑のあち

らこちらには黄色い菜の花が咲いている。塩野村に行く大きな道を右に反れて、細道に

入ると、道端には大きなタンポポの花が運送車の轍から外れた柔らかいとこに咲き誇っ

ている。紫色の可憐なスミレも道端に咲いている。道の端の方には地梨（ボケ）の花が

真っ赤に咲いている。

畑は青々とした麦畑だ。空には雲雀が囀っては降り、上がっては囀っている。

少し歩き疲れたので、皆で腰を下ろして休んだ。考えてみると皆はカバンを持つたま

まである。勉強をしよう。道端に字を描いていると、誰かが瘤取り爺さんをやろうと言

い出した。

太陽が大分高くなり南の真ん中に上っていた。お昼の時間だ。学校に帰って行くとも

う皆は、腰掛を机の上に載せて掃除をしている。給食の時間は終わっていたのだ。

給食のパンが遊んで返ってきたメンバーの机においてある。先生は怒っているだろう

と思っていたら、何だか優しかった。掛川先生はカバンに入れなさいと言った。本当は

心配していたのだと思う。そうして怒りたかったのだろうと思う。我慢して優しくして

くれたのだ。

５人とも皆反省して悪かったなあと思った。次の日からは、また元気に学校へ行った。

遊んだが、ベルが鳴ったので教室へ入って何時ものように勉強した。



瘤（こぶ）取り爺さん

天気の良い日は日陰に入り地べたに描いて遊ぶ。２人でも出来る遊びだ。

布袋様の顔をそれぞれが描いて、お互いにいらない部品を相手に押し付ける。早く顔

の輪郭だけになった方が勝ちだ。

やり取りは、ジャンケンで勝った方が相手に自分の方の顔から一つ取って相手の顔に

付けてやる。

なぜ、瘤取り爺さんというかというと、布袋様の顔に瘤をほっぺの左右に描くからだ。

長く遊ぶときは、瘤を重ねて３つづつ描くと左右で６コもあることになる。頭の左右に

描くこともある

額に皴をかくが普通は３本だ。その他、たんこぶを顔の横に付けておくこともする。

帽子も一つだけでなく３つも重ねて描いておくことがある。

ジャンケンをしながら相手の顔がたんこぶだらけになるのを楽しんだり、皴を増やし

て年寄りにどんどんさせる楽しさが面白い。最後は眉毛や、目、鼻、口、そして耳まで

相手に渡す。負けると「やだなあ！」といいながら仕方なく言われるるままに顔の部品

を貰って自分の方の顔に付けていく。

となりの泰子ちゃんや富江ちゃんと遊んでいると、ついも時間を忘れて家に帰るのが

遅くなり良く怒られた。また、学校の時間休みにもこれで遊ぶ。アットいう間に時間が

過ぎて遅れて教室に入っていくことになって、先生に良く廊下に立たされもした。

陣地取り

天気の良い日には日陰の開いている地べたに腰掛けながらこんな遊びが楽しい。

大きな四角い線を描いてその中で陣地取りをする。

それぞれの角に自分の手の平を使って扇状の線を引く。そこが各人の拠点となる。

おはじきを用意する。自分の陣地から２回外にお弾きを人差し指と親指を使ってはね

させる。そして３回目で自分の陣地に戻る。

戻れなければ、ご破算となり他の人が同じようにする。これを順番に繰り返して戻れ

た人はお弾きが３回通った通りに線を引いて自分の陣地を拡大する。更に最初と同じよ

うに自分の陣地の外線の好きなところから、自分の手のひらで扇方に線を引いて自分の

陣地にすることができる。

こうして順に各人が陣地を拡大していくと互いに接点が出始める。この時は掌で相手

の陣地に届く範囲は自分の陣地にすることが出来る。最後には、相手の出る道をふさぐ

事が出来る。こうなれば、相手の陣地は全て自分のものになる。そして最後は２人きり

の一騎打ちになるのだか゛、最後に全ての場所を確保したものが勝ちとなる。



ただ、戦略がある。相手を早く出られないようにするために、自分の陣地の中に空い

ている場所を確保しておく。つまり速く相手の周りを囲むのだ。こうすれば、自分は生

き残れる。

この遊びはれは、雨の日は小屋の中でもやるのだ。

おはじきの代わりに釘を使って投げて土に突き刺して行ったり、ビー玉を使ったりも

する。ただ、釘は５寸釘だが、少し危ない。やっていると大人に怒られる。

手で土に線を描いたり、撫でたりしながら自分の陣地を拡げていくのは、まさに戦争

である。

そして、その土の感触は体に染み付いき、土地に対する愛着も駆り立てるものである。

道芝の引っ掛け

今日は村のお祭りだ。

従兄弟の育男ちゃんが来た。同い年である。家の中では母さんがお饅頭を造っている。

蒸篭から出て来る暑いお饅頭が大きなまな板の上に並べられて団扇で仰いでいる。

別に扇がなくても良いのだが、みんな速く食べたいのだ。

温かいお饅頭を口にくわえて、「裏の方へ遊びに行かねか？」と僕が言った。「おう、

行くべ」と育男ちゃんが言う。

僕の弟のとっちゃんと、育男ちゃんの弟の秀坊も「行く行く」というので、隣の富江

ちゃんも一緒に皆で、一斉に土間におりて草履を履いて庭に出た。

家の東側は少し狭い坂道である。一気に坂道を駆け登るのだが、いつも僕が一番速い。

少し登ると今度は平らな草むらの道が田んぼに行くまで続いている。そこは、裏の家の

東側で短い狭い道である。

左右は草が高いので真ん中を必ず通らなければならない。所々に芝草が群生して伸び

ている。丁度良く二つに分かれている芝の頭を引き寄せて結ぶのだ。僕は、皆が来る少

し前に、まだ皆が見えないうちに急いでこの作業を行った。

来た来た、やっぱり育男ちゃんが僕の次に速い。「あ！、引っかかった、引っかかっ

た。」育男ちゃんが草の引っ掛けに突っかかって、前につんのめった。その後に来た皆

も突っかかって転んだ。

そして、裏の田んぼで積み上げられた稲藁を引き摺り下ろしたり、皆で登ったりして

麦藁の中ではしゃいで遊ぶ。また、親父に怒られるだろうが、今日は親類や近所の人が

皆集まる特別な秋祭り日だから、気にしない、気にしない。



亀の子引き

変なお話かもしれない。意味の無いことに興味を持つこともあるものだ。

ある天気の良い日に、同級生の同じ村の有一ちゃんと学校を出た。僕たち２人は仲良

しである。

先生から禁止されている通り道がある。それは学校の西側にある崖道である。

そこは藪の中に小さな道があるのだ。すべる様にして下へ降りる。途中が少しカーブ

しているのだが、降りるときはスリル満天なのだ。失敗すると下に着くまでにまねくり

（前転する：信州の方言）をついてしまう。

何だが小さいとき通ったような気もするような、産道を通った時の気分かもしれない。

崖の下は、川が流れている。バラの木の棘に引っかからないように注意しながらすべ

り降りることが出来れば一人前である。

あまりにも急坂なので、最初にカバンを投げ下ろしてから、右足からそろそろと突き

出して、後はお尻からサササっと出来るだけ体を小さくして、藪の木の丸いトンネルの

中を下るのだ。この道は雨水が流れて作られた道で、石ころが少しあるが滑り易い。

２人とも無事に小川の淵の少し広い平らな所に着くことができた。

今度は田んぼ道である。少し行くと、何だか亀の子のような平らなものがある。それ

は芝生を切り出したもので、田んぼの土手の水漏れを防ぐため、お百姓さんが置いてお

いたものである。

有一ちゃんと相談した。「これ引きずって行かねか」「おう、行くべ行くべ」

縛ってある藁のロープを長くして引っ張ると、ズルズルと亀の子が動きだした。「お

もしれえ、おもしれえ」

芝生の草の葉が枯れているので、ちょうど浦島太郎のお話に出てくるような亀の尻尾

（本当は海草の長いもの）のような尾が亀の後ろに引かれて付いて来る。三角ひげの尾

っぽだ。

田んぼのあぜを通ったり、突っ切ったりしながら行くと、小さな小川がある。木を渡

した一本橋である。この上を渡るには技術が必要だ。亀の子が落ちないように、２人で

協力して真っ直ぐにロープを引っ張って左右の傾きを調整しながら通る。

少し行くと大きな道に出る。その道は、車も通るのだが、この亀はここまででおさら

ばとした。大人に見られたらとがめられるだろうことは明らかだから。

そんなことで、お百姓さんがせっかく用意した土止め用の芝生は、何処かに消えてな

くなってしまったことになる。申し訳ないことをしたものだ。亀の子を引っ張って遊ん

だのは二人きりしか知らない。

その亀の子は、今度は学校へ行くときに学校の方へ運ばれる。そしてまた帰るときは

家の方へ運ばれる。

それは何の意味があったのだろうか。でも何か浦島太郎の気分になって冒険をしたよ



うに、坂道を引いたり、引き摺り下ろしたり、細い道を工夫して引いたりして歩くのが

とても面白いのであった。

屁子（へこ）起こし

アケビの花は、小さいお椀の中に紫色の頭をした雌しべが、何本か仲良く並んでい

る。

この雌しべの頭の紫色は、少し赤茶けて何にか安心感を与えてくれる。

新聞紙の上に雌しべだけを採って置くともう遊びの世界だ。真剣に紙の端をゆする。

誰が一番に屁子を興すことが出来るか。屁子はその雌しべである。

一番先（先端）にはネバネバしたものが着いている。紙をゆするとネバネバが紙の

方に一旦着くといかにも屁子が立ち上がったようになる。全部起こしたら勝ちだ。

何人かで同時に遊んでみると誰かが一番になる。アケビの花は家の入り口の藪の中

にある。今日も隣の富江ちゃんと弟と競争だ。「おう！、立った、立った」と誰が一

番先に言うかだ。

針の葉っぱの船

学校の帰り道に雨上がりの水溜がりがある。

長靴でわざと入って足を引きずる時もあるが、アメンボーがいる時はそんなことはし

ない。

大臣候（お金持ち）の家の庭には、大概は背の高い高野槙が植えられている。長い針

のような葉っぱを頂いて、いや勝手にとって遊ぶ。

遊び方は簡単だ。水溜りのなかに槙の葉っぱを少し割って木の油を出やすくして、ぽ

んと入れるだけだ。すると長い木の葉は船のように水溜りの中を走り回る。誰が入れた

葉っぱが最後まで動いていたか競い合う。

水溜りには、葉っぱの船が通った跡に大きな船が通ったような油の波跡が残る。

汽車ポッポ

電車も汽車も実際にはまだ見たことがない。だけど写真やお話でみんなが知っている。

農家には紐類が色々ある。一番手っ取り早いのが、藁でなった縄である。少し高級に

なると運送車の細目のロープを使う。



夕方近くなると、何だか一日がもったいない気になってくる。その辺をもう一度走り

回りたいのだか、時間がない。

「汽車ポッポをやろう。」ということになる。

汽車の長さはその日によって変わる。多いときは、２両仕立てである。その辺にある

ロープを結んで丸くして、皆が入る。

一番大きい人が先頭をやるのだが、たまには一番小さい人に先頭をやらせて教育をす

る。

陽が沈む寸前は、あたりがひときわ明るくなったようになる。

陽が沈む前に帰ってこなければならない。だから「シュッシュッ、ポッポ、シュッシ

ュッ、ポッポ」と大きな声を出しながら皆で駆け足で、家の周りをまわる。

家の前の坂道を駆け下り、東の小川の横道を駆け上り、大きな川に沿って西へ走り、

坂道を下って大きな道にでる。そしてまた坂を上って帰ってくる。

それが終わると、「またあ～した。」と言って暗くなりかけた家路を三々五々帰ってい

くのである。

薪(まき)の虫

僕のお爺さんが来た。薪の割り方を教えてくれる。

まっすぐ振り上げて力を抜いて、薪の真ん中より少し手前をめがけて、まっすぐ振り

下ろす。薪に当たる瞬間に手がぶれないように力を入れて止める。そうするとスパッと

丸い薪が見事に二つに割れて半月になって離れる。

その他に、お爺さんに教えてもらったものは木の虫を見付けることである。

薪を割った木の中から、大きな白い虫がコロコロと出てくる。松虫の幼虫である。こ

れを火で焙って食べる。

おじいさんの言うには、虫一匹が卵一つ分の栄養があるという。

その虫は生でも甘くて乳のような味である。焙ることによってとても更に香ばしくて

おいしくなるのである。

だから、いつも薪割りでは、割ったあとに虫が這い出してきていないか見付けながら

遊ぶ。

夕方になると薪で風呂を立て始めた火の中に、集めた虫を十能（囲炉裏の起き火や灰

などをすくう道具）の上に置いて焙る。その場に居合わせた弟達とすぐに食べて全部な

くなってしまう。

そして、それは子供の栄養源となるのである。

ただの薪割り仕事も、そんな楽しさがある。まき割りの木の多くは唐松である。



灰の中の栗

囲炉裏の灰が沸々と熱いお湯のように沸騰している。

灰の中に野良仕事の合間に採ってきた山栗を埋める。

とても手は入れられないので火箸を使う。火箸は重い。鉄で出来た長い箸だ。

囲炉裏の前でお茶を飲んだりご飯を食べたりする。囲炉裏の枠の木は、お茶碗を上に

置くのに丁度良い場所である。

毎日、雑巾がけされ、囲炉裏の熱い火で毎日照らされるので、枠の木はいつもすべす

べしている。触ってみると気持ちがいい。角がとれ、少し丸みををしているがお茶碗な

ら置けるだけの平らな幅がある。

栗は、少しすると熱い灰の中ではねる。そうしたら十能と火箸を使って掘り出す。

本当は危ないので栗のお尻のところに傷つけて跳ねないようにして焼くのだが、傷の

付け方が少ないと中の空気が膨張してパンと灰を散らして跳ねる。

囲炉裏の枠の木の上に暫く置いて、少し冷まして皮を剥いて食べる。栗には皮の下に

渋身があるのだが、焼いてしまうと渋味も香ばしい。おいしいしので、食べたいだけ栗

を灰にいれて焼く。

いつも熱くなる囲炉裏の真ん中は貴重な灰だ。真っ白でさらさらしている。なんでも

焼いてしまう綺麗な灰である。火箸でかき混ぜるとお湯のように中から空気が湧き上が

り灰が沸騰して面白い。栗を焼きながらいつもそんなことをする。

そんな時、母が遠くのほうで何回も僕の名前を大きな声で呼んでいる。

やだなと思いながら、洗濯機の手回しの搾り機を回す。回すのは重い。なぜかいつも

僕の役目になっているのだ。

自分で作った凧揚げ

上から、男の兄弟はオオッキニィ、チッチィニィ、自分はタコォ、弟はトチと呼んで

いた。隣の一つ下の女の子はトミィだ。なんだか、西部劇に出てくるような名前である。

今日は風が強い。

オオッキニィが作った凧は三角の立体タコだ。

中に仕掛けがしてある。ビーン、ビーンと風が強くなればなるほど大きな音が聞こえ

てくる。

三角の立体の筒のなかに風を切って音がでるように、桑の皮を長く剥いで乾燥させた

白く少し幅のある帯が横に引いてある。そこへ三角の筒のなかを風が吹き抜けるときに

その帯を振動させているのだ。

タコは、近くの竹やぶから切り出した竹をひごいて細くした竹骨を使う。糸を使って



骨組みを固定する。そして障子紙を貼って作る。

僕の作った凧は普通の四角のタコである。足は新聞紙を細く切ってつないで長くする。

風が強いと足を長くしないと安定しない。その凧の足は良くきれる。

風は偏西風がいつも西から東に吹き、田んぼの藁束が転がっていくような風の強い日

は凧の糸が切れて、遠くのほうまで凧を追いかけて拾いに行くことになる。

たいがいは、家の裏の少し高台にある田んぼに隣のトミィも誘って兄弟で凧上げに行

く。切れた凧を拾いに行くのは、いつも僕と弟のトチだ。

兄貴たちは、指揮官のようだ。凧の揚げ方を教えてくれるのだが、最後は東に向かっ

て犬のように走らされる。特に冬には、強い偏西風が西から東の方へ吹くのだ。

凧は、東の防風藪を越え、小川を越え、そして隣の田んぼも越えてまた向こうの少し

大きな川を越えて農道の向こう側に落ちている。

落ちた凧は大体、骨が折れて修復が必要となる。また明日も、風を見て直した凧を揚

げる。

自分で作った凧は紙が破けても直ぐなおせるのだが、骨が折れるとちょっと修復が難

しい。だから、また新しいタコ作りに挑戦することになる。そのときは、その前より少

し大きめの凧をつくるのが常である。

つ～っかえ棒！

夜になると木の雨戸を立てる。その雨戸が外から開かないように使用するのがつっか

え棒である。

学校へ行く。カバンから本やノートを机へ移していると、右後ろから「孝雄ちゃん。

ちょっと！」とはしゃいだ明るい声がする。この右後ろの声が問題なのだ。

「なに？」と振り返えろうとすると。あっ又やられた。

「つ～っかえ棒！」と大きな声がして、僕の右のほっぺには人差し指があたっている。

振り返えられないのだ。

その指をよけて振り返ると、Ａちゃんがニコニコして笑っている。

この時は、悔しいような気がするが、なにか暖かい挨拶替わりのようでもあり、変な

気分だ。怒ったフリをして、「やめて！」などと言うのだが、本当は反射的に言うだけ

で何にもない。かえって嬉しくなってくる。好きな女の子にされるともっと嬉しい。

今度は、自分がやり返す。相手が男の子の場合は意地でもやりかえす。だけど、すぐ

にはやり返さない。次の休み時間か、お昼休みにやる。すきを狙わないと勘付かれて、

声を掛けた途端に顔をそらされて失敗してしまうからだ。

僕はよくやられてしまう方だったが、好きな子同士でないとやらないのだから、まあ

スキンシップのような遊びである。もっとも、僕の嫌いな良く喧嘩をした背の高いＫ君



にやられたこともある。その時はさすがに憎めなかった。

学校でやられっばなしの日は、家に帰ると弟にやってやる。そして満足する。引っか

かると、引っかかった方は誰でも「ニコ！」とする。やった方も成功感がある。

小学校の近くに住んでいた笑窪のかわいいＴ君とはこの遊びをよくやった。今思うと

「つっかえ棒友達」という関係だったかも知れない。

足踏み

「グニャ、グニャ」 足の下にはおじいさんの腰骨がある。

良いのかな、こんなに強く踏んだら折れないかな。暖かいけど、ちょっと心配だ。

それでおじいさんは良い気持ちそうにしている。嬉しそうだ。

本当に良いのかな。痛くないかな。

「もっと、もっと」と言うから、どんどん踏んづける。

「ウ～ン、もっと下のほう」

背骨の形が足の裏から伝わってくる。

「コツコツ、グニャグニャ」

おじいさんは、布団の下から飴玉を出して、「あんがとぅ。また頼むなぁ」と言って

寝返りをした。何だか遊んで喜んでもらって、良かったのかなぁといつも思うのだっ

た。

ごちもちよ～うい！

今日は、村に建前をする家がある。

父さんはその手伝いで朝早くから出かけて行った。 お昼近くになった。

一つ上の兄が「行ってみるべ」という。弟のトチもいる。

田んぼの向こうの方に真新しい木で組み合わされた家の形が見える。

建前では組み上げたばかりの屋根のてっぺんから御ち餅が投げられる。

一番大きいのが角餅（かどもち）だ。家屋根の四隅の角から出来るだけ遠くの方に投

げられる。菱型の形をしている。その次に大きいのが天餅（てんもち）だ。天餅は屋根

の真ん中から天に向かって２つ投げられ、そのまま家の真ん中に落ちてくる。四角い形

をしている。

小さいのはいっぱい投げられる。小さいけど菱型をしている。女や小さいこども達は

これ拾う。 「ごちもちよ～うい（用意）！」と言いながら、屋根から餅が降ってくる

のだ。 声がする方へ飛んで行って夢中になってばっちらげ（信州の方言：なりふりか



まわず競争するが仲良くほほえましい様）で拾う。 拾ったらすぐそこで餅を食べてみ

る。お米の匂いのする美味しい味だ。

角もちは田圃のほうまで飛んでいく。一番上の「オオッキニイ」は大人に交じって拾

ってくることがよくあった。だから、泥にまみれて茶色くなる。大人が何人も走って行

って競争で拾うのだ。家に帰って、洗って神棚に飾ってから、皆で分けて食べる。時に

は拾う時に何人もの人が同時に掴んで千切れていることもある。

天餅は、家の真ん中に落ちてくるのでいつもきれいな餅だ。

小さい餅も泥がつくことがある。洗って、唐箕（とうみ）で干して乾かしてから、食

べる。

大きさや形が違っても、どれも同じお米の香ばしい味がした。

つづく

(予定題名)

ビー球、パッチン、お弾き、お手玉、ゴム飛び、押し競饅頭、チャンバラ遊び、鎌倉、

雪だるま、洞穴探検、ゴム鉄砲、紙鉄砲、水鉄砲、牛の上、木株の上、木の上、天井裏、

バラ苺取り、茸取り、ゴミの実取り、イタドリ、葦の笛、草の白い芯、泥遊び、葦の小

船、雪渡り、洞窟探検、川のトンネル探検、スイカ吸い、大根とナイフ、みかん釣り、

積み木崩し、茸採り、木の虫、綱倒し、足踏み、麦踏み


