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２面へ続く

　9月15～17日の2泊3日、全国キャンプ大会が和歌山県で
開催されました。会場は高野山。弘法大師が1200年前に開い
た真言密教の修行道場であり、高野山真言宗の総本山です。

また、平成16年7月に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界
遺産に登録された場所でもあります。標高約900m、4000人
の人口の内1000人がお坊さんです。寺院や杉木立が並ぶ様
は荘厳であり、建物に一歩足を踏み入れると厳粛な空気に襟

を正す。そんな「聖地」で大会が開催されました。参加人数は

200名超。北は青森、南は沖縄まで正に全国からキャンプを愛
する老若男女が集いました。

　まずは、初日のプログラム。開会式。開会宣言に続き、酒井

哲雄日本キャンプ協会会長から、「良い体験、良い学び、深い

交わりを」というお話があり、和歌山県キャンプ協会上條会長

から歓迎のことば、来賓挨拶、そしてキャンピングアワード贈

呈で大阪府キャンプ協会の団体会員である（財）関西テレビ

青少年育成事業団が賞を受けました。アワード受賞者は、全

国で２１名１団体でした。

　開会式に引き続き、基調講演では「現代人の危機－失われた

自然感覚」という題目で、高野山真言宗教学部長の村上保壽

（やすとし）様よりお話をいただきました。ウェルカムパーティー

では迫力ある天狗太鼓のセレモニーのあと、地元和歌山県キャ

ンプ協会スタッフの手厚いもてなしを受け、参加者同士の交流

を深めました。地元名産のごま豆腐も賞味しましたよ。

　宿泊場所も高野山ならではの宿坊。寺院自身が宿になるわ

けです。私は最初、広いお堂に布団を敷き詰めて、いわゆる雑

魚寝をするものかと思っていました。しかし、実際は民宿であ

るような和室が幾つもあり、各部屋4～6人ほどが泊まれ、テレ
ビもついていました。快適に過ごすことができました。朝は

6時半から本堂でお経をあげる「お勤め」があり、お香の煙が
立ち込めた厳粛な空気の中で静かに朝を迎えました。

　二日目はフリーチョイスプログラム。熊野古道巡礼、コウヤ

マキ林観察、森林セラピー体験、数珠作り、高野三山巡り、など

地の利を活かした様々なプログラムが展開されました。ただ、

午後少し天気が崩れたのが残念でした。私は森の瞑想体験を

選びました。静かな森の中で自分の心と向き合う。時間や日々

の喧騒を忘れ、静かな時間を過ごしました。改めて、周りの環

境、フィールドが与える影響力の偉大さを感じました。

第17回
全国キャンプ大会
IN 和歌山・高野山
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http://www.kitaguchi-yama.jp/

OCA会員の方店頭割引価格からさらにプレミアム割引！

（財）大阪府青少年活動財団　後藤聖司

　長梅雨の冷夏とも思わせる日々が
続いたあとの八月は驚くほどの猛暑
続きで、今年のキャンプは大変な苦
労だったと思う。 
　私は古巣の能勢で八月中・下旬に
かけて「セブンデイズキャンプ」に参
加、今年は大学生のリーダーたちの
毎日の運動量やカロリー消費、歩測
数や、指導性の発達過程などの調査
を実施。このキャンプでも炎天下の
活動の中で、お茶、スポーツ飲料、ミ
ズの給水を配慮、おかげで熱中症は
出さなかった。 
　昭和40年、能勢の開所当時は「大
阪の北海道」と当時の左藤義詮知事
さんが絶賛されていたように能勢は
涼しかった。 寒天の産地であり、夏は
布団を着て寝るほど朝晩は涼しかっ
たのだ。山村池は毎年10センチ以上
も氷結し、上で遊んだ。また、本館の
北面の軒先には135センチもの巨大
なつららが下がっていた。しかし、千
里万博が過ぎたあたりから、600米
近い池の端のキャンプでも日中は
「暑いなー」と言いだした。温暖化の
波が押し寄せ、その後は池の凍結も

大きなつららも見ることはなくなっ
た。毎年の温暖化による変化はすさ
まじい・・・。 
　「環境危機時計」をご存知ですか。
地球環境の危機レベルを時刻で表し
たものです。環境が悪化して地球が
滅亡する時刻を12時に設定し、0時
～3時は「ほとんど不安はない」、3時
1分～6時が「少し不安」、6時1分～9
時が「かなり不安」、9時1分～12時
が「極めて不安」となってる。旭硝子
財団が1992年から地球環境を保全
するにはグローバルな対策が不可欠
であり、そのためには世界の人々が
環境問題の解決に向けて共通の認識
を深め、協調関係を育む事が重要だ

との認識のもとに、毎年1回世界各
国で環境問題に携わる政府・非政府
職員・研究者・民間の有識者を対象に
「地球環境と人類の生存に関するア
ンケート」を実施し、意見や要望を集
約して公表し、記録する活動を続け
ている。今回は96か国715人から解
答を得、温暖化による海面上昇が懸
念されるオセアニアが10時27分と
最も深刻に受け止めています。京都
議定書を離脱した米国を含む北米も
9時40分と高い危機意識を見せてい
る。日本は9時34分。 
　総合結果は「2007年度は9時31
分」となり、これまでで最も針が進ん
だ危機意識の高い結果になったとい
うのだ。 
　地球環境のどの分野を念頭に置い
たかとの問いには、複数回答で温暖化
が73％、森林破壊、砂漠化、生物多様
性の減少の49％と続いたようです。 
　ちなみに1992年スタート時の調
査結果は、7時49分だったのだが・・・。
人類の生存のためには何をなすべき
か再考したいものです。

大阪府キャンプ協会会長　吉水泰彦
ファイアーサイドのおしゃべり

・・・・・キャンプでつくるたくましく強い子のために・・・・・一週間のキャンプにあなたは適応できますか・・・・・

・・・・・地球環境の温暖化抑制に有意義な環境教育を考える・・・・・ローインパクトなキャンプを実施するためには・・・・・

　三日目は高野山体験プログラム。自由散策で世界遺産・高野山の名
所旧跡や自然などを満喫し、キャンプ曼荼羅では参加者一人一人がこ
の三日間を振返り、感じたことをそれぞれ一枚の紙に短い言葉で落と
しこみ、フロアに敷き詰めて形にしました。今回のテーマは「ヒーリング
＝癒し」。そのテーマをそれぞれ自分なりに感じた想いがフロアいっぱ
いに広がりました。
　最後になりましたが、主催の日本キャンプ協会を始め、主管の和歌山
県キャンプ協会の方々、本当にご苦労様でした。皆さんのおかげで充実
した三日間を過ごすことができました。来年是非、長崎でお会いできる
ことを楽しみにしています。

第17回 全国キャンプ大会 IN 和歌山・高野山
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　大阪YMCAでは、自我が確立していく年代である高校生に対
して、海洋プログラムを中心とした、自然、そして仲間との生活、
ふれあいを通して多様な価値観に触れ、生命（いのち）を尊重
し、お互い信頼し合うことを学び、将来のYMCA指導者として、
また社会の構築者としての青年を育むことを目的に、2007年
8月12日～15日徳島県にあるYMCA阿南国際海洋センターに
て、高校生マリンキャンプを実施いたしました。
　今年度は、大阪から集まった10人のメンバーで『One for all  
All for one』のねらいのもと、参画型キャンプとして、3泊4日
のプログラム計画やキャンプ生活を高校生メンバーが計画し、
主体的に取り組むことを中心に進めてきました。

　従来2泊3日のなるかわサマーキャンプを、1泊増やして3泊4日
で実施しました。対象は3年生～6年生ですが、49名中、3年生が
29名と、最近のキャンプは低学年が大半を占めています。それだ
けに、担当のグループリーダーは生活面の指導が中心となりまし

た。このキャンプは、日ごとに、1日目は仲間作りの日、2日目は自分
にチャレンジする日、3日目は冒険の日、4日目は振り返りの日と
テーマを決めました。今年は例年にない猛暑でしたが、2日目の冒
険の日は、生駒山まで往復約10キロを各グループ、誰も脱落する
ことなく踏破しました。“水分補給が大変でした！！”

　昼ごはんの“流しそうめん”は予想以上に好評でした。初めての

子ども達がほとんどで、興奮してそうめんをすくっていました。秘密

基地作りでは、1日かけてテントを作っていましたが、いざ寝るとき
になると、暗い・怖い・虫がいるなど、夜中にフレッシュエアテントに

戻ったグループがほとんどでした。

　大きな病気事故なく3泊4日のキャンプは無事終了しました。
　子ども達にとって、“ひと夏のいい思い出”になったことでしょう！

東大阪市立野外活動センター所長　奥　義博

大阪YMCA阿南高校生マリンキャンプ

　ドキドキワクワクの自己紹
介、みんなで登った眉山、一
人で挑戦したカヤック、みん
なで声をかけあったカヌー、
無人島でのアウティング。海
を見ながらのドラム缶風呂、
みんなで出し物をだしあっ
たキャンプフャイヤー、同じ
火を見つめ歌ったたくさん

のキャンプソング・・・。まだ
まだここには書ききれない
くらいの思い出の中、仲間
から認められたり、仲間と
一緒に共感したり、仲間と
共に語ったりする中で、自
分の存在を感じ、このキャ
ンプでの自分の居場所を

見出していったように感じます。
　何事も始める前は、物怖じし、ちょっと面倒くさそうなみんな。
しかし、一度やり始めるととことん楽しむみんながいました。最
後のキャンプフャイヤーのキャンプソングもいつまで続くかと
思うくらい・・・。
　人間は一人では生きてはいけません。この3泊4日、自
然・仲間を通じて得た、正直（HONESTY）な自分を見出し、
一人ひとりを尊敬（RESPECT）する気持ちを大切に、自他
ともに思いやり（CARING）を持って、今後大人としての責任
（RESPONSIBILITY）を果たしていってほしいと願っています。

大阪YMCA阿南高校生マリンキャンプ

           （なるかわサマーキャンプの報告）          （なるかわサマーキャンプの報告）
大阪YMCA　福中善久

＊やはり、キャンプの基本は食・住・衣ですね。
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主将　吉田健太

　駅に集合して、みんなで叫んだ第一声。「どろんこ戦隊！稲
刈りたいんジャー！」今回はこの言葉を合言葉に、そして「稲刈
り音頭」というオリジナルダンスと共に、じりじりと照りつける
太陽の下、稲刈りキャンプがスタートされました。普段の生活
では体験することのできない稲刈りの作業に、夢中になって
鎌を動かす子ども達。自然の恵みをいっぱい受けて膨らんだ
稲穂が、おいしいお米になることを願って、田んぼを後にしま
した。夜はお待ちかねのキャンプファイヤー。体を動かすゲー
ムが盛りだくさんで、炎にも負けない熱い盛り上がりを見せて
いました。その後は子ども達が自ら作り、演出したお化け屋敷

大阪YWCA青少年部リーダー　宮本有紗

で、リーダー達は大パニック！子ども達は、自分達の手で作り
上げた達成感と、いつも怖がらされているリーダーを、逆に
怖がらせることができて大満足だったようでした。
　次の日は、缶けり・Sけん・ビー玉を使って昔遊びをしたり、
自然のものをとってきてポストカードを作ったり、田んぼに
行って虫取りをしたりしました。それぞれが思い思いの時間
を過ごしていた中、一番子ども達の芸術的センスを発揮して
いたのが、自然のもの工作でした。葉っぱや小花、枝や稲など、
色々な材料を拾ってきて、お父さんやお母さんにあげるメッ
セージカードやしおりなどを熱心に作っていました。それも終
わり、いよいよ帰る時間。もう何度目になるであろう「稲刈り
音頭」を、最後にみんなで踊ってキャンプ場を出発。駅に着い
て、やっぱり一言。「どろんこ戦隊！稲刈りたいんジャー！」
　今回は、とにかくご飯をよく食べるキャンプでした。二杯お
かわり当たり前！作ったご飯は余ることなく、きれいにほぼ完
食していました。それは、子ども達自身がお米を一から作るこ
との大変さを肌で感じたからこそ、食べ物を残すという概念
が取り払われたからなのではないかと感じました。途中でお
やつとして作った野菜チップスは、揚げる作業も楽しかったの
か、率先して多くの子ども達が手伝ってくれ、争奪戦になるほ
ど大好評でした。
　普段なら誰かがやってくれるようなことを、自らの手で作る
ことでやりがいもでき、新たな経験も増えたことだと思いま
す。この経験が、今後の子ども達の人生に活きてくることを
願って、これからも成長を見守っていきたいと思います。たっ
た2日間の稲刈りキャンプでしたが、作ることの喜びを得るこ
とのできた、貴重な2日間でした。

　大阪YWCA青少年部では、1年をかけてお米作りに挑戦
しました。5月にみんなで田植えを行い、9/22～23には立
派に実った稲穂を刈り取るキャンプを行いました。

野 外 活 動 部
大 阪 体 育 大 学

団体会員
情報

　私たち大阪体育大学野外活動部は、
『自然』という大きな舞台の中、登山や
マリンスポーツ、雪上活動など、キャン
プを中心に活動を実践しています。そ
れらの実践を基に、小学生や高齢者、
障がい児を対象にしたキャンプを企画・
運営し、多くの人に野外活動の輪を広
げています。その中でも、夏休みに行
う『OUHSサマーキャンプ』は、我がク
ラブの伝統的な主要行事です。この
キャンプは、本学所在地の熊取町在住
の小中学生を対象に、熊取町との協力
体制のもと約15年間続いています。
　今年は8月6日～9日までの3泊4日、
和歌山県田辺市の旧大塔村で、小中学
生45名とスタッフ25名が、川の活動を
メインプログラムにしたキャンプを楽

しみました。清流を流れたり、覗いたり、
鯉や鮎を追いかけたり飛び込んだり、自
然の中に放り出すだけで子ども達は生き
生きと目を輝かせて遊びます。まるで
『もののけ姫』の世界のような滝巡りツ
アーでは、マイナスイオンを浴びながら、
子どももリーダーも自然の壮大さに圧倒

され癒されます。1日1回毎夕食は、班で
協力して自炊です。火を起こすことから
始まり、悪戦苦闘の中、子どもたちなりに
時間をかけて完成させた食事は、とても
おいしいものでした。1日目より2日目…
というように、食事作りはどんどん要領

を得てうまくこなすようになります。少し
不便で不快な環境の中、「自然・仲間・自
分」を子ども達なりに見つめ直し、4日間
のキャンプは、子ども達にたくましさを
与えていると思います。
　私たちはこのようなキャンプの企画・
運営を通して、プログラムの企画力や
人を動かす力、人前で思いを伝える
力、様々な楽しいプログラムを考え展
開する力を身につけることができま
す。将来指導者を目指す部員にとって
は、まさに“生きた勉強”であり、大学生
活も有意義に過ごしています。
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　野外で注意しないといけない動植物の中で「ムカ
デ」は厄介な虫です。朽木や落ち葉の下のみならず
テントの中や、靴の中にまで現れて知らずに毒牙に
咬みつかれることがあります。咬まれると飛び上が
るほど激痛と患部が赤く腫れあがり、痛みは1週間以
上も続いたり発熱を伴うこともあります。毒成分はヒ
スタミンや活性ペプチドなどで抗ヒスタミン剤含有
のステロイド軟膏を塗るとよいのですが、かつて私
が海洋センター勤務の頃、濡れた靴の中や、テントの
中でよく出没したものです。野外で刺された際に、薬
など持ち合わせがなかった当時、地元の方から「ユキ
ノシタじゃ、ユキノシタじゃ！」と教えられました。刺さ
れたら患部に野草のユキノシタの葉を揉んで刺され

「ムカデとユキノシタ」
里山の自然学校　紀泉わいわい村　西川泰行

NOAC自然学校　大阪校
（NPO法人　NOAC）
松原　愛（みっきぃ）

ポラリス キャンプへの思い
ポラリスとは、北極星のことです。その昔、船乗りは
北極星をたよりに、航海していました。今日、私たち
がキャンプを行う上でたよりとするものは…

キャンプへの思いポラリス

　NOACでキャンプを始めて5年目。なんとなくカウ
ンセラーを始めて、今や団体の2番手まで上り詰めて
しまいました。まさか自分がキャンプの世界で生活を
するとは思ってもいませんでしたが、何とか続いてい
ますというのが実感です・・・。

　NOACのキャンプに魅せられたところは、“子ども
中心のキャンプ”でありながら、きちんとした“躾”があ
るところです。靴の脱ぎ方、食事のマナー、挨拶など
など・・・初めて参加するとびっくりするほど、注意を受
けます。ただ単に楽しいだけのキャンプだけではなく、
私達のキャンプは自然学校という教育キャンプだとい
う意識を持ち、共に考え、学ぶキャンプを目指し、私自
身もまだまだ成長していきたいです！

た箇所に擦りつけ、その葉を貼り付けるというもので
す。なるほど言われた通りにすると不思議と腫れず
にすみました。科学的な根拠はわかりませんが、この
地方では昔から言い伝えられてきた生活の知恵のよ
うです。ユキノシタは天ぷらにしても美味しい野草と
しても有名ですが、昔から幼児のひきつけ、うるしな
どのかぶれ、湿疹などに薬効があるとも言われてい
ます。5月～7月には綺麗な白い花が咲き葉は北海道
以外のどこでも採取できる。その名の由来どおり積
雪の下でも枯れずに生えています。もし野外でムカ
デに刺されたら一度試してみては・・・。その前に必ず
キャンプでは朝、靴を履く際には裏返して中を調べ
てから履くようにしましょう！

1956年生まれ、大阪府箕面市に育つ。学生時代にYMCAと出会い
キャンプを通じて青少年の育成に従事。YMCA阿南国際海洋セン
ター（徳島県）18年、六甲山YMCA（兵庫県）5年を経て現在紀泉わ
いわい村（5年目）に至る。 （いずれも紀泉わいわい村で撮影）ムカデ

開花中のユキノシタ

箕面市立青少年教学の森
野外活動センター
武村　尚史

でも、キャンプは楽しい。

　小学生のとき、初めて行ったキャンプ。炊さん、ファ
イヤーなど、楽しかった。そして、担当したカウンセラー
がカッコ良かった。「キャンプは、面白くてカッコイイ。」
と思った。その想いが、野外活動を続けるきっかけと
なった。
　今も思うが、キャンプは決して楽なものでもなく、き
れいな部分も多い訳でもない。でもキャンプに行く。
　キャンプを実施する側になり、帰り際にこども達が
「楽しかったでぇ。」「また来たい。」と言いながらカウン
セラーの名前を呼ぶ。自分の時と変わらない様子がそ
こにある。　
　キャンプ期間中に、いろいろな出来事があるけれど。
でも、キャンプは楽しい。
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　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
者制度が導入されました。野外活動施設においても「施設運営を担う」指
定管理者によって「（利用者対応を含む）施設の管理・運営」が行われてい
るのですが、制度導入四年を経過し、この制度によって「施設運営の新し
い担い手（＝指定管理者）」が「野外活動そのものの担い手（＝組織・団
体）」になることが目立ち始めてきました。「指定管理者制度」が野外活動
を取り巻く周辺環境にもいろいろな変化をもたらした、と云えます。ここ
では、その周辺環境の変化について概観してみたいと思います。

設の変化”の最たるものは、「多様な利用者サービス」が本当
に実践されるようになったことでしょう。①施設利用予約の

簡素化と早期化、②プログラム時間帯の融通、③物品の販売、④食
事メニューの工夫、⑤休所日の変更・廃止などによる利用期間の追
加・延長、⑥ホームページなど情報発信の充実、⑦支払い方法の多
様化（後納、カード決裁）など、今までの公立施設では考えられな
かったような新しい改善・アイデアが豊富に見受けられます。“これが
今までと同じ施設？”と見間違えるほどの充実ぶりです。公立施設の
ため「各都道府県条例等」で利用に関する取り決めは従来どおり存
在するのですが、これらの新企画の多くは「条例の運用」の中で工夫
されています。云わば「運用の範囲内」で判断されている部分です
が、意識改革がもたらした効果と云えるでしょう。
　もちろん事業計画に基づく事業評価が厳しく行われているため、
その遂行に責任が伴うという背景はありますが、いずれにしても、あ
る意味「劇的な変化」です。
　そして、“施設の変化”は当然、そこで実施される“プログラムの変
化”にも如実に現れます。今までと同じ利用日数でも体験できるプ
ログラム活動の選択肢が増えたり、時間帯が広がったりしています。
かつて、野外活動施設の大半が「集団宿泊訓練」を担う施設として
大規模な学校・団体の利用で成り立っていた時代に行っていた「利用
者対応」とは様変わりです。
　「利用者対応」が「利用者サービス」と呼ばれて久しいですが、その
サービスが、テーマパークやショッピングセンターなどに見受けられ
る「ワンストップサービス」的な質の向上を見せていると云えます。

大阪府キャンプ協会　調査研究部会

野外活動施設の
指定管理者制度を問う

後、青少年団体（BS、GS、YMCA、YWCAなど）が野外活
動の担い手の中心として、青少年の健全育成を主目的に

キャンプ事業などを実施してきました。60～70年代には、市町
村教育委員会や、公的な青少年団体が「教育的効果」を前面に
打ち出した事業展開がなされていました。80年代に入り教育産
業企業、大手学習塾、スポーツクラブなどの民間企業が参入す
ると、野外活動・自然体験活動を専業にする民間団体も設立さ
れ始め、社会状況と相まって、それまでの「身近な自然の中で仲
間との共同生活を」という流れに「より遠く、より刺激のある非
日常空間へ出かける観光型体験活動」という色合いが濃くなっ
てきました。さらに90年代には、異業種企業、環境教育団体、市
民団体が「環境教育事業」、「体験教育活動」などの野外活動事
業を行うようになり、“地球規模の環境を意識”した中でのキャン
プ事業、自然体験活動事業へと発展してきました。
　この流れを受けつつ、指定管理者となった施設運営団体（企
業・会社・グループなど）も野外活動事業に参入してきましたが、
多くは「運営施設での事業」展開が中心になっています。施設近
隣の資源（農園、森林、海浜など）と連携し、施設を拠点に周辺に
出かけるタイプの事業展開が目立っています。「施設中心」とい
う制限を逆に活かして、「仲間と共に自然の中でキャンプ生活を
送りながら社会性・協調性などの育成」を目指す、“オーソドック
スな定番事業”を展開しています。
　中でも目に付くのが、「家族で・・・」、「親子で・・・」、「お父さん
と・・・」といった事業です。社会の動きに敏感な、民間指定管理者
のアンテナ（情報収集・分析）力は、大いに我々、野外活動関係者
も見習うところでしょう。
　三菱総合研究所が運営する「パブリックビジネス研究会
フェーズⅢ」の指定管理者制度部会が自治体対象に実施したア
ンケート調査（①16年5月、②12月、③17年5月）によると、『制
度導入に当たり民間事業者・NPOの活用に期待することは「財
政支出の削減」が最も多く、次いで「提供されるサービス水準の
向上」となり、いずれも回数を経るごとに期待度が高まってい
る』と指摘しており、特に『「サービス水準」に関心が高まってい
る』と分析しています。さらに、期待する三つ目には「地域経済
の活性化」が挙げられています。自治体から見た“期待”ではあ
りますが、“財政支出を抑えながらも、周辺地域を活用しながら
サービス向上に努める”というデータ分析にも表されるように、
野外活動施設の運営を担う指定管理者にとって、「利用者サー
ビス」や「事業展開」の変化が強く求められていると云えます。

日本キャンプ協会専門委員　今井正裕 

【野外活動施設の変化】

【野外活動事業の変化】

※次回、パートⅡでは、【野外活動指導
者の変化】、【ボランティアリーダーの
変化】といった担い手の変化について、
概観してみたいと思います。

※参照
自治体チャンネル2006年4月号特集
「指定管理者制度の今後の展開をどう見
るか？－「パブリックビジネス研究会
フェーズⅢ」の発足及び自治体アンケー
ト結果」

～指定管理者制度導入により、
　野外活動周辺はどのようになっているのか～
　　　　　　　　　　　　　　 パートⅠ

　“施

戦
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京都キャンプ協会

TEL 075-255-4709　FAX 075-255-2087

■朝霧野外活動センター見学ツアー

日 程
場 所
参加費

内 容

定 員

BUC対象事業

12月15日（土）～ 16日（日）（1泊2日）
静岡県立朝霧野外活動センター
各県キャンプ協会会員及び家族 ： 大人5,000円／
高校・大学・専門学校生 4,400円／小中学生 3,800円
会員外 ： 大人5,500円／
高校・大学・専門学校生4,900円／小中学生 4,300円
京都キャンプ協会の25周年を記念して、日本キャン
プ協会が指定管理を受けている「静岡県立朝霧野外
活動センター」への見学バスツアーを開催します。京
都会員だけでなく、広く近畿ブロックから参加者を募
ります。
40名

※受付開始…京都会員は10月15日以降・他府県会員は10月22日以降となります。

Vol.

ユースサービス大阪

TEL 06-6942-5146　FAX 06-6942-2448

■秋～冬　キャンプ指導者講習会

参加費
定　員

会  

場

日　

程

テーマ
コース

理論①
理論②
実習
理論

実習

Aコース
ネイチャー
11月21日（水）
11月22日（木）
11月24（土）～25日（日）

府立
少年自然の家

Bコース
ハートプログラム＆冒険
11月28日（水）
11月29日（木）
12月1（土）～2日（日）

府立総合青少年
野外活動センター

Cコース
アウトドアスキル
1月16日（水）
1月17日（木）
1月19（土）～20日(日)

東大阪市立
野外活動センター

※希望者はキャンプインストラクター資格が取得できます。
　（別途費用必要）
※Aコース受講者はCONEリーダー（自然体験活動指導者）
　登録ができます。（別途費用必要）
ホームページ ： http://www.yso.or.jp

府立青少年会館（18:00～21:00）

各コース　15名
各コース　10,000円（学生6,000円）

（社）日本キャンプ協会

■DミーティングIN近畿ブロック
日 時

内 容

【大阪会場】
2008年2月23日（土）11：00～12：00（予定）
※関西野外活動ミーティング2008と同時開催
★年度内に近畿ブロックで他に1会場予定しております。
詳細が決まり次第、HP等でご案内いたします。
キャンプの普及の推進役として期待が大きく、「人づ
くり」の大切な役割を担うディレクター1・2級指導者
が集まり、情報交換を行うものです。
※キャンプディレクター1・2級の方が対象となります

TEL 06-6942-5146　FAX 06-6942-2448 
E-Mail osaka@camping.or.jp

お問合せ・申込み 大阪府キャンプ協会 事務局（担当：今井）

滋賀県キャンプ協会

■滋賀県キャンプ協会20周年記念事業
　　　　　　　「キャンプ万歳 ！ 世界の友と共に！」

10月28日（日）9：00～15：00
希望が丘文化公園野外活動センター
（滋賀県蒲生郡竜王町）
無料
ブラジル・韓国・タイ・中国・日本などのお国自慢料理や
外遊びを通しての交流
50名

日 時
場 所

参加費
内 容

定 員

TEL 077-586-1100
お問合せ・申込み 滋賀県希望が丘文化公園野外活動センター

大阪府キャンプ協会（ユースサービス大阪内）

TEL 06-6942-5146

■リスクマネジメントセミナー

日 時
会 場
内 容

共 催

主 管

テーマ
日 程
場 所

野外活動における地域と施設と人材の融合
2008年1月23日（水）～24日（木）
大阪府立少年自然の家

■野外活動促進セミナー

2008年2月2日（土）・3日（日）（日帰り2日間）
大阪府立青少年会館
「事故事例から学ぶ野外活動の安全」「リスクマネジ
メントエクササイズ」「心のリスクマネジメント」「刃
物の使用・手入れの方法」「野外活動と気象」「救急
法」「法律問題」など。
（社）日本キャンプ協会
（財）関西テレビ青少年育成事業団
大阪府キャンプ協会

日 程
内 容

2008年2月中旬頃
歩くスキー・テレマークスキー・スノーシューを体験しよう

■ウィンタープログラム

■関西野外活動ミーティング2008
日 時
会 場

2008年2月23日（土）13：00～21：00（予定）
大阪府立青少年会館

■ワークショップ

テーマ
日 程

シニアのためのキャンプワークショップ（仮題）
2008年3月中旬頃（予定）

※各々詳細につきましては次号（１月発行）でお知らせいたします。

BUC対象事業

BUC対象事業

BUC対象事業（
予定）



六甲山YMCA 西川勝久

■7月17日（火）

■9月3日（月）

■9月3日（月）

■9月15日（土）
　  ～17日（月・祝）

■10月13日（土）
       ～ 14日（日）

広報部会
（府立青少年会館）
部会長会議
（府立青少年会館）
専門委員会
（府立青少年会館）
第17回全国キャンプ大会
IN 和歌山・高野山
（和歌山県：高野山）
CD塾
（府立総合青少年野外活動センター）

事務局日誌

編集：大阪府キャンプ協会　広報部会
　　 小畠英恵、城越幸一、武村尚史、中山羊奈、橋本啓、松田寿春
※ご意見・ご希望がありましたら事務局までお寄せ下さい

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。

Vol.

キャンプが集団スポーツに果たす役割

　「あそびの空間」に変化が顕著に見られる現代。昔
は、ドラえもんに出てくるような土管が置いてある
「原っぱ」に代表されるように、野球のほか、鬼ごっこ、
かくれんぼなど全ての遊びが、その空間で、集団で行
われていた。1955年頃を境に、そのような場所が減
少し、今では、ジャングルジムは落ちるから撤去し、ブ
ランコは手を挟むからやっちゃだめと言われる。ある
調査では、子どもは「日の出や日の入を見た事がな
い」43％、「外で火を燃やしたことがない」24％、
「チョウやトンボをつかまえたことがない」15％、「1
時間以上歩き続けたことがない」9％であったとい
う。アンケート調査をした日の前日の生活について聞
いてみると、「友だちと遊ばなかった」と答えた子ども
は女子で全体の54％、男子で45％であったという。
「子ども＝遊び」はつながらず、遊びの時間が、学習塾
やピアノ、そろばん、プールといったお稽古が時間通
りに組み込まれてシステマティックに動かされている
のである。そんな現代の子どもたちは、2～3人の小
集団でしか遊ぶことができず、それ以上になると、ど
んな風に関係を作ればいいのか判らないのです。
　人と人が対等になり、心動かされる場である「キャ
ンプ」。対象年齢がいくつであっても、人間同士が互
いに関わりあい、成長していくきっかけになる様々な
要素が盛り込まれたもの。そんなキャンプの場面で、
人がどんな影響を受けたか、何を感じたかが重要に
なるのです。
　近年、地域のスポーツクラブやスポーツ少年団で
も、夏休みの練習に少しずつ変化が見られるように
なってきており、朝から晩までサッカーや野球ではな
く、レクレーション的要素を入れて、ハイキングや
バーベキューを取り入れるようになってきている。
もっとすごいことは、プロサッカーのジュビロ磐田や
日本代表の選手も、「相手を信頼すること」による連
携や人と関わることによる人間性や精神面の強化に
取り組むようになったことだ。2005年、当時の新聞記
事には次のように書かれてある。『筑波大研究グルー
プによるASEというユニークトレーニング。読者から

「詳細を」という声が寄せられ、再度クローズアップし
た。先月24日の始動日に山本昌邦監督（46）が行っ
た「手つなぎリフティング」が、県内の高校サッカー界
でもブームになり始めている。世界を知る山本監督
が取り入れたASEとは…。ASEとは、社会性を育成す
る実際体験の意味。1人では解決できない課題をグ
ループで協力し合って解決することで、創造性や団結
力を高める効果がある。今回の磐田は、7人1組で7つ
ほどの種目を約4時間かけてこなした。（中略）身体能
力に自信があるプロでも登る順番、方法などに悪戦
苦闘。藤田や服部が率いたチームは最後の1人を引
き上げるのに試行錯誤し、最後は先に上に着いた人
たちがロープ状に連なってぶら下がり下の人を引き
上げていた。「大学の授業でもやったけど、やっぱり難
しかった」と藤田。DF菊地は「普段は分からない面が
見えたし、いろいろな考え方があることも分かって面
白かった」と感心していた。山本監督は「今回は新加
入選手が多かったし、厳しいシーズンをあきらめな
い、チームで乗り越えるという意識を高めたかった」
と意図を説明。飯田教授も「アイデアを出し合い、と
もに感動を得るのが大事。体力以上に互いの理解が
重要です」と話した。』
　毎年、YMCA阿南国際海洋センターでは湘南ベル
マーレの子どもたちが、海洋プログラムを行っている
し、ヴィッセル神戸ジュニアユースも能勢を会場に、
一人でテントで寝たり、カヌーに乗ったりと様々なプ
ログラムを通して、人間育成としてのキャンプの特性
を見出し実践されている。キャンプというたっぷりな
時間・ゆったりとした環境でお互いが向き合っていく
ことは、個を理解し、集団意識を芽生えさせ、新たな
方向性を探る為に、有効な手段であることは間違い
ありません。

※ASE（Action Socialization Experience:社会性を育成する実際体
　験）のほか、「Human Relation Training」や「イニシアティブゲー
　ム」と呼ばれ、様々な手法で展開されています。
※参考図書・記事
　「子どもの遊びとその環境 田中治彦」「日刊スポーツ2005.2.22記事」


