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20周年に向けて新たなスタート
大阪府キャンプ協会は、1971年頃から組織キャンプの研究を進め

シンポジウムでは、キャンプの歴史を刻んでこられた先駆者の意見

てきた「組織キャンプ研究会」
（大阪の組織キャンプを実践する団体・

や現在一線で活躍している指導者の発表を通して、
これからのキャン

個人で構成）のメンバーが中心になり、1992 年に設立され、昨年 15

プのあり方等について熱心に意見交換がなされました。今後、それぞ

周年を迎えました。大阪府キャンプ協会は、設立当初より、日本キャン

れのキャンプの中で生かされていく事を期待いたします。また、キャン

プ協会の支部としての役割を担うとともに、キャンプ指導者の養成事

プに関する情報を広く府民に提供していくために、ホームページのリ

業や調査研究事業、広報出版事業等独自事業に取組み、キャンプ活動

ニューアルもいたしました。

の普及・発展に努めてきました。中でも、CD塾は他に類を見ない企画

大阪府キャンプ協会も、次の20周年に向かって、キャンプの持つ不

で あり、現 在 も継 続 実 施されて います 。また、機 関 紙「きゃん ぷ

易な部分や会員等とのネットワークを大切にしながら、時代に即応し

OSAKA」は創刊時より途切れることなく年4回発行されてきました。

た運営・事業を行ない、社会の要請に応えてまいります。

この様に、大阪府キャンプ協会が円滑に運営され、多くの事業成果を

今後とも、大阪府キャンプ協会の運営に厚いご支援をお願いいたし

挙げてこられたのは、会員や関係団体の皆様のご協力はもとより、

ます。

事務局長

役員や専門委員の皆様の奉仕的な支援に負うところが大です。

片岡弘尚

今日、学校のゆとり教育の見直しや公的な野外活動施設の指定管
理者制度の導入等キャンプの世界にも大きな変化がみられます。こう

OCAの新しいHP

した状況を踏まえ、15周年の節目事業として、キャンプの歴史を振返

ぜひご覧ください

り、
これからのキャンプの目指すべき方向性、担うべき役割等につい
て考える記念シンポジウムを「自然が学び舎シンポジウム」と合同で
開催しました。

http://www.osaka-camping.jp
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「大阪府キャンプ協会15周年記念シンポジウム」
（同協会主催）
「関西野外活動ミーティング2007」
（同実行委員会主催）
「自然が学び舎シンポジウム」
（日本野外教育学会主催）

ハコの運営を検証し、
人の育成を考えよう
三 つの事業をジョイントして〜
2月24日（土）から25日（日）まで、全国の野外の研究者や団体、施
設関係者、学生などキャンプに携わる関係者約120名が新大阪・ココ
プラザに集結し、今後の野外活動の行方を探りました。キャンプ業界
が指定管理者制度で大きく揺れるなか、
これまでの関西のキャンプの
歴史を振り返り、大事なことはハコ
（施設）ではなく、人材であり、指導
者の養成だということが再確認できました。
しかし資金、人材、施設を
もたない厳しい状況にある団体が今後どのような策をもてばよいの

任）の司会で、近江岸建助・元神戸 YMCA 余島野外活動センター所

かという議論には至らず、多少の心残りはしたものの、かつてのキャン

長、佐野信三・元アサヒキャンプ・ディレクター、畠中彬・元府立総合青

プのベテランの登場に大いに会場は盛り上がりました。

少年野外活動センター・ディレクターに話をうかがいました。
まず、畠中氏が戦後から現在に至る、野外活動の大きな流れを、施
設設置・開所の視点から説明。それを受けて、近江岸氏は、
「民主主義

研 究と実践の融合を目指して

を実践する場」として、1950年に造られた「余島」は、キャンプのフィ

初日の24日
（土）
は7つの研究発表と14の事例発表を2つの会場に

ロソフィーを体現するために、道から奥まった所にキャビンを置き、二

分かれて行いました。例年、恒例となっている
「関西野外活動ミーティ

人で協力をする水道の蛇口や夜のランプ生活を意図的に用いた、
と

ング」のメインプログラムである、
この研究・実践事例発表は、大学生

語りました。続いて、
『 まさに「建物はバラック小屋だった」、生駒でも

から若い研究者、中堅・ベテランの実践者などが日頃の研究・実践活動

志摩でも』
と話す佐野氏は、
このことによってアサヒキャンプではハコ

を紹介し、フロアとのやり取りを通じてまさに「研究と実践の融合」を

に頼らぬよう人を育てたと振り返りました。

「実践している」ものです。今年度も活発な発表に、多くの刺激を得る
こととなった時間でした。

司会の永吉氏は、最後に「指定管理者制度はキャンプを大きく変え
る制度であり、安価な労働力と経営効率優先の姿勢が将来、良質な
キャンプの運営を損ないかねないと危惧する」
と締めくくりました。
続いて、立食形式の夕食懇親会の後、
「関西のキャンプの歴史を振

将 来を考えるために、歴史を振り返って

り返る」
というテーマで、酒井哲雄・日本キャンプ協会会長と吉水泰彦・

その後、野外活動施設の50年を振り返り
「ハコ
（施設）の運営を検
証する」と題し、永吉宏英・大体大副学長（4月1日より、同大学学長就

大阪府キャンプ協会会長がマイクを持ちました。まず吉水会長から、
能勢を中心とした、大阪の戦後の野外活動施設の動きの説明があり

OCA
会員
店頭
の方
割引
価格
から

さら
プレミ に
アム
割引！

http://www.kitaguchi-yama.jp/
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ました。特に吉水氏の1962年の2ヵ月に及ぶ北米キャンプの視察は、

同時に、この合同シンポジウムに参加したたくさんの学生の姿を見

フレッシュエア型テントの導入など大阪の組織キャンプの発展の一つ

て、
この若い人たちの働ける場を作るためにも、NPOなど弱小団体が

の転機だったように思われます。 酒井会長は、
「人と人との間」の大切

もっと活躍できる土壌をつくることが、将来キャンプが生き残れるか

さを説き、それは「人と人との間の距離、時間の間」
と語りました。さら

どうかの試金石のように思われました。

に「プレーヤー、プロデューサーだけでなく、プロモーター」でなけれ

15周年記念事業委員 中村茂高／橋本

啓／今井正裕

ばならないと力説しました。酒井氏の軽妙な語り口に会場は爆笑の
渦。両雄の登場に会場は沸きました。

こ れからも「人の育成」は最重要課題である
翌日25日
（日）、最終のプログラムはシンポジウム「人の育成を考え
る」。石田易司・桃山大教授の司会のもと、今井正裕・大阪府青少年活
動財団主幹、星野敏男・明治大教授、益田博・NPO法人アサヒキャンプ
副理事長、森園忠勝・NOS（能勢アウトドアスクール）チーフディレク
ターが壇上に上がりました。まず、星野氏が立ち、
「国内外の養成シス
テムを調べた結果、日本は、技術や知識の研修は比較的実施されてい
るようだが、企画、管理、指揮、監督といった実践部分での養成が、圧
倒的に不足している」
と指摘。今井氏が平成18年度より開始された日
本キャンプ協会の新しい指導者養成カリキュラムを説明。
「まだまだ
養成講習にかける時間も足りないが、養成を担う指導者の数も不足し
ている」と指摘した。森園氏は、能勢で行っていた職員研修について
述べ、
「かつての職員は、日常業務の中でトレーニングをしっかりと積
んでいたことが特徴的であった」
と現任訓練の充実が必要であると力
説、益田氏は自主独立したアサヒキャンプの厳しい現状に触れ、
「これ
からは、もっともっと連携協調が大事だと痛感している」と、実感のこ
もった話をしました。
かつて多くの人材を輩出したアサヒキャンプが、今 NPO 法人とし
て、資金、人材、活動の場において厳しい局面に立つなか、
こういった
団体が生き残るための周囲の環境の整備が急務であることを実感。

！
15周年記念事業！
キャンプブックレット

「大阪のキャンプ・その潮流」
キャンプの世界
〜組織キャンプの先駆者からのメッセージ〜
これまで製本した「キャンプブックレット」の
中より、
「キャンプの世界」
をまとめました。
松田稔／小西孝彦／酒井哲雄／森本景文
今井鎮雄／武田建／井上都志弘／高力壽美子

〈A5版 464ページ〉

1,500円

15周年記念トートバッグ
15 周年を記念して「帆布製トートバッグ」
を作製しました（北口山スキー研究所オリ
ジナル）。A4 サイズも楽々入り、肩からも
かけられる、
とっても使い心地の
いいBagです！
！

2,000円
（いずれも消費税込み。送料別途）

★ご希望の方は、大阪府キャンプ協会事務局までご連絡ください★
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を元に地域で危険箇所の改善策を

リ ス ク マ ネ ジ メ ント 講 座

立てること、また危険箇所の認識の
ズレが大人と子どもでも生じている

R

『 野外活動
2 月3日（土）、4日（日）

この課題を克服すべく、
『 最近の

ため、防犯マップを一緒に作成する

事故事例から学ぶ野外活動の安全』 中で認識の統一も合わせて行う必
との畠中彬氏（関西テレビ青少年育

要があるということでした。 プロ

成事業団顧問）の提言から始まり実

ファイリング という日頃聞きなれな

習、演習、パネルディスカッションな

い言葉でしたが、お話を聞く中でリ

どリスクマネジメントに関わる多く

スクの発見から対策を講じるまでの

どが発表され、団体における対応に
は多少の違いは見られましたが、安

のプログラムが行われました。

全が確保された中に野外活動があ

基調講演では『犯罪プロファイリ
ングの視点から学ぶリスクの見方』

る という安 全 思 想 が 大きな 柱と
なっていることが感じられました。

指導者のためのリスクマネジメント

をテーマとして桐生正幸氏（関西国

セミナー』が大阪府立青少年会館で

際大学人間学部教授）からお話をい

開催されました。

ただきました。地域力が低下してい

参加者からは、
「事故を起こさな
いための視点を学ぶことができた」
「 RMGを行うことによって、様々な

リスクマネジメントとは危険予知

る現在、
「防犯マップ」の作成が地域

から安全対策を講じ、事故を未然に

のことを知る機会となり、安全な地

防ぐということ。以前のように事故

域への第一歩となるということ。事

過程はまさに プロファイリング だ

後の救急法を学ぶのではなく、事故

件発生場所などは地域の警察が情

と感じました。野外活動においての

おける新たな知識を得ることができ

が起きないよう防ぐための力を身に

報を提供してくれるため、その情報

プロファイリングの情報が多くなれ

た」などの感想が聞かれました。日

付けることを目的とし、野外活動に

ば、事故の防止に多いに役立つので

頃リスクとどう向き合えばい い の

関わる学生から社会人まで 57 名の

はないかと思います。

か、付き合えばいいのかと試行錯誤

事故事例に対しての対応を話し合う

2日目パネルディスカッションでは

する野外活動関係者にとってこれか

『野外活動施設・団体の安全指針と

らの活動に活かせる有意義な2日間

参加者とともに実施されました。
様々な分野で 安全性 が重要視

ことができてよかった」
「野外活動に

される現在、野外活動を実施する上

スタッフに対する安全教育の実際』 となりました。

でもリスクとどう付き合い、事故を

をテーマに4団体からのパネラーが

起こさない環境を作っていくのかが

関西テレビ青少年育成事業団
揃いました。各団体における安全へ （財）

大きな課題となっています。

の認識、実際に行われている対策な
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坂本真由美
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・
・
・
「プロの条件」
・
・
・すばらしい情熱をもち・
・
・それをライフワークにしたいと思う
・
・
・
「自然が学び舎」
と
2月末の土日にかけて、
題し、日本野外教育学会、関西野外活動ミー
ティングと大阪府キャンプ協会のジョイント

ファイアーサイドのおしゃべり
大阪府キャンプ協会会長

吉水泰彦

会の5団体が中心となって設立準備に取り掛
かった。そして、翌年の平成3年2月28日に多
くの関係団体参加のもとに設立発起人会を

で多くの関係皆様の参加を得、当協会の 15

開き、酒井哲雄会長の下にキックオフしたの

周年の催事はすべて無事に終了した。

である。

なかでも、
「 関西野外活動ミーティングは

いつの時代にも物事を成し遂げるために

『キャンプ研究会』の流れをいまに継承する

は課題が多くたちはだかる。キャンプ開拓の

ものとして重要だと思う」との代表の永吉体

創成期のころの生みの苦しみとはまた違っ

育大学長先生の言が印象に残った。

だったのではないかと、いま振り返り思う。

た、新たな悩みが幾多噴出している現今で

36年前に六甲キャンプ、アサヒキャンプと

その後、仲間を増やし、大阪市青少年活動

あるが、 不易と流行 という言葉の如く、世

能勢のセンターなどのキャンプに携わる者

協会・KTV青少年育成事業団・茨木市野外セ

の中には変えてはならないものと、逆に変え

たちが定期につどいキャンプの状況を語り

ンターなどが加わり時折には神戸から、ま

ていかねばならないものがある。なにを伝統

あい、研究テーマを分担して発表したりし

た、大学の先生方も参画しての課題研究をし

として継承し、なにを思いきって変容してゆ

た。やがて、
「組織キャンプ研究会」と名前を

てきた歴史がある。

くかを見極めながら進まねばならない。

変えて折角の研究の成果を発表しようと紀

16年前に日本キャンプ協会が法人化への

そのことを、われわれは発展のための知恵

要を出したり、ミネルヴァ書房より刊行をし

機会に全国都道府県の支部協会設立を呼び

として学ばねばならない。キャンプのプロが

た「キャンプCAMP・その理論と実践」はその

かけた。ちょうど、日本協会の会長が松田稔

働く場をしっかり確保するとともに後進が進

当時約 4,000 部も売れたのは最大の成果

先生だったこともあり、大阪もキャンプ研究

む道をしっかりつくるために･･･。

・
・
・しっかりした知識・技術がある・
・
・研修機会をもつ・
・
・身分が保障されている・
・
・
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大阪府キャンプ協会 調査研究部会
キャンプサロンⅡ 報告

Ⅱ．
指定管理者制度の課題「キャンプの水準を維持する」
指定管理者制度がもたらす課題は多々あるが、
現状の「経費削減とサー

指定管理者制度の
施設運営を問う

ビス向上」
を前提とした公共団体側の評価を得ることが必要であり、その
ために従来の
「キャンプの水準」
を保ってゆけるのかが懸念される。
今後は、
指定を受ける施設側も指定管理団体側も施設を運営しながら、
予算を確保しつつ、
参加者を増やす
「ビジネス」のセンスが更に必要になる
ことは明確であり、
図で示す比較的娯楽的要素の高い「誰もが気軽に楽し

平成15年9月、地方自治法の改正により、公共施設の運営に指定管理

める活動」
を施設側で用意する必要性も高まってゆくものと思われる。

者制度が導入されることになりました。野外活動施設の多くは自治体等

マッピングシート

の所有する公共のキャンプ場であり、今回の制度導入の影響を非常に大

プログラム・活動内容に対する評価軸
（教育性、公共性など）
を設定し今

きく受けることになります。
「予算の削減をねらった制度の改悪である」
と
いう意見がある反面、
「野外活動団体や組織が施設運営を持つことがで

後の方向性を探るための手法。
皆さんの活動に当てはめてやってみてください。

きるようになることへの可能性」
を追求する意見も聞かれます。

教育性

「指定管理者制度の施設
去る2月9日に行われたキャンプサロンでは、

公共性

林間学校

運営を問う」をテーマに、調査研究部会の専門委員でもある大阪体育大

環境教育

学体育学部生涯スポーツ学科助教授の冨山浩三さんに話をしていただ
きました。その後集まった参加者8人が輪になり、指定管理者制度の状況

エデュテイメント※

こども会活動

と導入後のキャンプ場運営について話し合いました。

冨山さんの話の要旨

ファミリーキャンプ

Ⅰ．
指定管理者制度導入の状況

オートキャンプ

●現在約20万ある
「公の施設」のうち指定管理者制度導入施設は約4万
施設があり、そのうち、野外活動施設に該当する「レクリエーション・レ
ジャー関連施設」は約8％にあたる3,423施設。

娯楽性
※エデュテイメント：エデュケーション
（教育）
とエンターテイメント
（楽しみ）
を融合した言葉

（出
●管理者の内訳を比較すると民間企業は8％、NPOは2％、外郭団体

〜その後の討論から〜

資法人）
は41％、
その他49％。

以上の現状をふまえ参加者からは、
「低コスト・高サービスを追求する一

●民間企業が指定管理者である施設を種類別に比較すると、
「レクリエー
「スポーツ関連施設」23.5％となり、
ション・レジャー関連施設」26.4％、
「駐車場・駐輪場」12％と続く。

方で、野外活動施設が今まで行ってきたリーダーや参加者同士が苦労を
しながら、
自分たちで作り上げる喜びを味わうプログラム提供を無くさな
いように継続していきたい。」
「施設全体でキャンプの性格付けをせずに、
このキャンプは教育性重視、
この事業は娯楽性重視といったメリハリをも

以上のことから民間企業が「レクリエーション・レジャー関連施設」、
「ス
ポーツ関連施設」の管理に非常に注目している様子がうかがえる。
また、現在も公の施設が1度目の「ふるい」にかけられている状態にあ

たせることも必要」
との声もあった。そのための課題として「経費・集客」以
外の数字にはなりにくい「キャンプのもつ意味や効果」を今後様々な角度
から分析し公共団体等にアピールしてゆく必要性を感じました。

調査研究部会 山内得世

り、
今後も制度導入施設が増加するものと思われる。

大阪アウトドアフェスティバル2007
一生あそべる地球人へ
ルも設置され、子ども達は、
フリークライミングや

春の陽気から一転、
冬に戻ったような寒さの中、
今年も大阪アウトドアフェスティバル2007が、
「一

カヌーなどの体験プログラムにも挑戦することの

生あそべる地球人へ！」
をテーマに、
インテックス大

できる、
体験型フェスティバルでもありました。

阪
（大阪・南港）
にて3月10日
（土）
・11日
（日）
に開催

会場内は「ペット同伴OK」であり、ペット同伴で

されました。

のカフェや、
ペット用トイレの設置など、
今の時代を

大阪府キャンプ協会では、
5年前からこのアウト

感じさせるゾーンが出現。また、
「田舎はアウトドア

ドアフェスティバル後援団体の一つとなり関係者・

王国」
と名付けられた
「地方自治体によるお国自慢

団体への広報を始めとする様々な協力を行ってき

ゾーン」では特産品の紹介や、施設の最新情報の

ました。併せてブース出展を行い、関係団体の施

ング・マウンテンバイク・
トレッキング・ツーリングな

提供があり、団塊世代をターゲットにした「田舎暮

設紹介・キャンプ事業の紹介・キャンプ情報の提供

どの関係業者を始め、
ジャンルを超えたアウトドア

らしのすすめ」
といったメッセージも発信されるな

などを行ってきました。また、
府青少年活動財団と

業界の各社が数多くブース出展をし、
どのブース

ど
「21世紀のアウトドアの方向性」
を感じとること

合同でクラフトコーナーも設置し、
多くの子ども達

も終日、家族連れや、
シニアで賑わっていました。

の出来た、今年の大阪アウトドアフェスティバル

に間伐材でクラフト作りを楽しんでもらいました。

主催者公式発表では、64,000名の入場者が二日

2007でした。

会場となったインテックス大阪5・6号館には、
キャンピング・カヌー・フィッシング・フリークライミ

間で来場した、
とのことでした。
クライミングウォール
（体験用の壁）
や特設プー
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事務局 今井正裕

’07 ウインターアウトドア体験 IN 朽木
大阪府キャンプ協会と
（株）
北口山スキー研究所の共催で、
2月10日（土）〜11日（日）の一泊二日、高島
が開催さ
市森林公園「くつきの森」
（旧アサヒの森）
周辺を会場に、
「 07ウインターアウトドア体験IN朽木」
れました。前年度とは打って変わっての暖冬。雪不足が心配されましたが、
辛うじて積雪があり実施するこ
とが出来ました。参加者は7名と少人数だったのですが、参加者の顔がよく見え、小ぢんまりとしたアット
ホームな二日間を過ごしました。朝日新聞に広報が載ったこともあり、
京阪神だけでなく名古屋方面からの
参加もありました。
初日午前中宿舎に現地集合。宿舎は麻生里山センター
（旧ガールスカウトトレーニングセンター）
、
木を
基調にした温かい感じのする建物でした。最初は道具合わせ。まずは靴からですが、
アルペンスキーに比
べて実にシンプル。防水加工された登山靴という感じで、
足首も固定されておらず
「窮屈感」
が少ないとい
う印象を受けました。
昼食を済ませてからはいよいよテレマークスキーのレッスンスタート。里山
センター周辺は充分な積雪が無く、
車で生杉
（おいすぎ）
という所まで移動しま
した。最初は平らな場所を使って道具の感触をつかむことからスタート。講師は
北口山スキー研究所の木村さん。
ビンディングでつま先だけが固定されている
変わった？感覚を楽しみながら、
ストックで雪面をしっかり押さえながら
「歩くこ
と」から徐々に
「歩く＋滑り」へとレッスンが進んでいきました。足ならしが済む
と、林道に移っての体験会。板の裏にうろこ模様があって、それがひっかかりと
なり、少しの傾斜なら板を揃えたまま上っていけます。そして、緩やかな上りを
進んでいったのですが、
基本的には
「歩いて」いるので、
スキーウェアを着てい
るとだんだん熱くなってきました。講師の方の軽装を見て納得しました。下りは
アルペンと同じく快適に滑走。杉木立の中を下っていきました。
翌日は函館山スキー場でのミニツアー。駐車場では雨でしたが、
ゴンドラで
ゲレンデに着くと雪、
吹雪く時もありましたが、
天候、
雪質ともいいコンディショ
ンでのレッスンになりました。
リフトを使わず階段歩行やカニ歩きで斜面を上
り、前後に足を開くテレマークターンを教わりました。そして、いよいよミニツ
アー。スキー場の林間に設定されたコース
（約3km）
をツーリングし、
冬の自然
を満喫しました。
指導者養成会員事業部会

後藤聖司

自宅でできるバランスアップ・
トレーニング
腸腰筋

大腿四頭筋

大阪YMCA中高齢者事業推進室 重信直人

40歳を超えると、自分が思っている以上に下半身の衰えは
進んでいます。野外活動をするためには、日常的な下半身の
筋力アップが大切です。

1）両足を肩幅に開き、両手を腰にあてていすに座る
2）息を吐きながら「1、2、3」と号令をかけながら片方の膝を上げ、息を
吸いながら、ゆっくりおろす

3）同じ足を10回続けて行い、反対の足も同様に行う
前

後

●脚筋力の低下は｢歩く｣｢階段を上る｣｢立ったり座った
りする｣といった日常生活動作に支障をきたします。

大腿
四頭筋

●ちょっとしたバランスの崩れを修正できず転倒の危険
性を高めます。
●女性は特に骨量の低下もともなって転倒した際、骨折
のリスクが高くなります。

1）両足を肩幅より少し広く開き、いすに浅く腰をかけて両手を腰にあてる
2）息を吐きながら「1、2、3」と号令をかけながらゆっくり立ち上がる
3）息を吸いながら、ゆっくりいすに座る
大腿四頭筋

また、中高齢者にとってのストレッチングは、運動のための
ウォーミングアップやクールダウンとしてだけでなく、筋の柔
軟性の維持・回復と日常生活に不自由のない程度の関節可動
域を確保するための効果が期待できます。

ハム
ストリングス

また、つま先の上げ下げを同じ動作で行う
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日本キャンプ協会

ースサービス大阪内）
大阪府キャンプ協会（ユ

事業

BUC対象
■第11回日本キャンプ
会議〜CAMP MEETING IN JAP

会
■キャンプ指導者講習

AN〜

日

（土・祝）
程 理論 4月28日
（土・祝）
〜5日
（木・祝）
実習 5月3日
青少年会館
場 所 理論 大阪府立
少年自然の家（貝塚市）
府立
実習 大阪
「テント設営法」など
「自然体感ゲーム」
内 容 「キャンプ概論」
導に携わる方、
等でキャンプや野外活動指
対 象 地域、学校、企業
キャンプ指導者を目指す方
・学生15,000円）
参加 費 18,000円（会員
）
ーの資格取得可能（費用別途要
望者はキャンプインストラクタ
定 員 30名 ※希

日

時 5月19日
（土）

実践発表 13：00〜
17：30 懇親会 18：00〜
20：00
所 国立オリンピック
記念青少年総合センタ
ー
内 容 国内外の様々
なキャンプの報告や野外活
動に関する研究の発表・
情報交換等。キャンプ報告
と研究発表の申込も受付中
。
対 象 一般
定 員 200名
参加 費 事前 会員・
学生／2,000円、一般／
2,500円
（5月10日までに申し
込んだ場合）
場

■第7回キャンプ場ミ
ーティング

TEL 06-6942-5146

BUC対象事業

日

時 6月18日
（月）
〜19日
（火）
所 静岡県立朝霧野外
活動センター（静岡県
富士宮市）
参加 費 10,000円
内 容 「キャンプ場
のち・ら・し」
効果的な広報活動・パブ
リシティ活用を学ぶ研
修です。
場

大阪府立少年自然の家

■春のファミリーキャンプ
日
場

程 5月3日
（木・祝）
〜5日
（土・祝）
所 大阪府立少年自然の家

内

容 竹炭つくりや自然の素材を使っての
遊び体験、ハンドクラフ
ト等、おだやかな春の山を楽しみます！
対 象 家族（子どもを含む）
参加費 大人／14,000円、子ども／
9,000円（4歳以上〜中学生）
定 員 20家族

■キャンプソングフェ
スティバルin朝霧

BUC対象事業

日

時 6月30日
（土）
〜7月1日
（日）
所 静岡県立朝霧野外
活動センター（静岡県
富士宮市）
参加 費 8,000円（予
定）
場

TEL 03-3469-0217

TEL 072-478-8331

B U特典C！！
参加

2008年度分より資格更新料の免除が
開始されます！

「殿村收史のキャンプの世界」

500円

平成 18 年度に開催いたしました CD 塾「殿村收史の
キャンプの世界」をブックレットにまとめました。

日本キャンプ協会指導者会員で、2006 年 9 月〜 2007 年 8 月までに
BUC対象事業に参加し、登録を完了した方に対し、2008年度の更新
手続きの際、更新料が免除されます（翌年以降も同じスケジュールで
免除されます）
。詳細はCAMPING115号にも掲載されています。

BUC（ブラッシュアップ＆コミュニケーション）事業は日本キャンプ協会公認指導者のフォローアップのために行われています。

研究紀要

「野外活動施設の
指定管理者制度を問う」 500円
（いずれも消費税込み。送料別途）

★ご希望の方は、大阪府キャンプ協会事務局までご連絡ください★

総会のご案内
大阪府キャンプ協会 平成19年度総会を
下記の通り予定しておりますので、
ご出席
ください。

日時 6月2日
（土） 10時〜14時

総会、キャンプサロン、
情報交換・交流会
会場 大阪府立青少年会館

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

持続可能な自然体験活動

次の半世紀を目指して

大阪府キャンプ協会15年・ユースサービス大阪50年を経過して
大阪府キャンプ協会 常任理事／大阪府立少年自然の家 副所長

プロローグ

焼野 嘉津人

身の中で『子ども達と共に過ごす自然の中での活動』
を、何が今に至

ユースサービス大阪が
『「次代へのステップ」大阪の青少年活動50

るまで持続可能にさせてきたのでしょうか。原動力は山の生活が

年から21世紀への道をさぐる』
と題した提言を編纂して、
はや10年を

に何か強い
感性に馴染んだのか、
『 居場所としてのCAMP NOSE 』

経過しました。この間、青少年を取り巻く課題も深刻度を増してきて

魅力を感じたからなのか、
などと考えたりします。1950年代に大阪府

いるようにも思えます。
『 協同と創造』
に満ちたキャンプを中心とした

がキャンプ活動を媒体に、青少年の育成事業に取り組んで半世紀、そ

自然体験活動は
「持続可能な活動」
としてその成果を発揮してきたの

の原点に
『心身ともに開放的な自然の中での創造に満ちた生活体験

でしょうか。

を』、
という理念が、行政の施策とともに青少年団体等を含め推進さ

1963年大阪府立総合青少年野外活動センター（能勢のキャンプ

れていく展開の過程にあったことも、大きな刺激要因であったので
しょう。

場）が仮オープンした夏、子ども会の「ジュニアリーダー養成キャン
プ」が開催されました。私が能勢のキャンプ場と初めてであったの

1970年大阪万博の夏を経て、高校を卒業する最後の春を楽しもう

が、
この小学6年生の時でした。宿野のバス停から山道を歩いてよう

と性懲りもなくやってきた5人組に、
「大学合格したらカウンセラーに

やくたどり着いた山すそに、白いY字型の煙突が目に飛び込んでき

なりにまた来いよ」
と声をかけていただきました。学生時代に配属さ

ました。まだ工事中であった本館のオレンジの瓦と真っ白い壁が緑

れた第3テントエリアでは、3食薪で食事を作り、
テントで寝袋での生

の自然を背景に何か異次元に来たような新鮮な印象として残って

活でした。マーキーテントの裏にはサギ草が群生する湿地があり、

います。第2キャンプ場の奥から裏ゲートを経て、剣尾山へ登る北西

ハッチョウトンボが飛び回っていました。

斜面は一面の熊笹のみで覆われ、尾根まで登り行く者が見渡せ、掛

『自分の居場所としての魅力的な場』、
『 感動体験のある環境条

け声を交わし手を振りあっての山登りという情景でした。今や、
うっ

件』、
『 受け入れてくれる組織体制』そのようなことがやはり持続可能

そうとした檜林で覆われ、随分と木々も成長し植生も豊かになった

性には必要であり、
重要な要素ではないかと考えます。

ものです。満点の星空をはじめ、今でもこのような景観が鮮やかに

持続可能な社会づくりを目指して、今、様々な取り組みが進められ

記憶されています。きっと、
『 驚いたこと』
や『楽しかったこと』があっ

ています。一方で、原体験としての自然環境との出会いや生活文化

たからこそ、小学生の心に留められたのだろうと思います。キャンプ

は、益々子ども達から遠い存在になってきています。若い保護者の皆

ディレクターやキャンプカウンセラーという呼び名も初めて聞くも

様も同様かもしれません。現在従事している大阪府立少年自然の家

のでした。
『どのお兄ちゃんに当たるんやろう』
とドキドキしながらグ

では、地元の蕎原地域の豊かな自然環境や、持続されている生活文

ループ分けの順番を待っていたように思います。何が気に入ったの

化を家族で体験していただく事業を継続しています。家族が共通の

か、中学生になっても毎年春休みになると、
『フラレタリアート』
とい

感動体験を持つこと、
自然の中での循環のありかたを感じることが大

う正体不明の5人組で数日間、急に延長してあと数日と能勢のキャ

切ではないかという思いです。子ども達の成長にとって自然との

ンプ場でわがままに過ごすことになったのです。後々「随分苦労さ

様々な出会い、
小集団での活動体験が不可欠であるなら、
そのような

せられた」
と厳しい指導を受けることになろうとは夢にも思っていま

場を意図的に提供していくことが必要だと考えています。
子どもの頃
『CAMP NOSE』
で受け入れてもらったときには、
良し

せんでした。
何をするでもなく過ごしている折々に、
「木、切りにいこか」、
「まむ

悪しはともかく、緩やかに流れる時間やシステムがあったのではない

しとりにいこか」、
「OLのポスト修理するから手伝って」などなど声を

かと思います。持続可能性を考えるとき、現場での条件整備のあり方

かけられ、様々な初めての体験をさせていただいたものでした。私自

を再確認することが必要なように感じます。

事務局日誌
■1月16日
（火）

広報部会 （府立青少年会館）

■1月16日
（火）

部会長会議
（府立青少年会館）

（土）
・4日
（日）
■2月3日

リスクマネジメントセミナー
（府立青少年会館）

（金）
■2月9日

キャンプサロン
（府立青少年会館）

■2月10日
（土）
〜11日
（日）

ウインターアウトドア体験IN朽木（麻生里山センター）

（火）
■2月13日

常任理事会
（府立青少年会館）

■2月22日
（木）

専門委員会
（府立青少年会館）

■2月24日
（土）
〜25日
（日）

関西野外活動ミーティング２００７・自然が学び舎シンポジウム
大阪府キャンプ協会15周年記念シンポジウム

■3月6日
（火）
■3月17日
（土）

（KOKO PLAZA・新大阪YH）
理事会
（大阪YMCA会館）

編集：大阪府キャンプ協会

日本キャンプ協会 総会

小畠英恵、城越幸一、武村尚史、中山羊奈、橋本啓、松田寿春

（東京・オリンピック記念センター）
（日）
■3月18日

広報部会

日本キャンプ協会全国事務局担当者会

※ご意見・ご希望がありましたら事務局までお寄せ下さい

（東京・オリンピック記念センター）

8
大阪府キャンプ協会は、
会員及び事業参加者等の個人情報については、適切・厳重に管理・保護してまいります。

