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新しい出会いがあるかもね。

２面へ続く

「この半世紀･･･豊かさの代償は･･･」
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我が少年時代･･･

「三種の神器」と「サ行」変革･･･

「３C時代」で
さらに自己チュウに･･･

　あけましておめでとうございます。
　近年、学力や体力の低下、地域の安全、モラル等、青少年を取り巻く環境（家庭・社会・教育）を話題にした
ニュースが多くみられます。そこで新年にあたり、「社会環境が青少年に与えた影響」と「今後の青少年活動に期
待する事」を吉水会長に寄せていただきました。（広報部会）

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。
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新年に寄せて～

　人生73年、65万時間も滞空するといろいろな思いが
ある。ふりかえると室戸台風の年に京都で生まれ、少年
時代は戦争、空襲、防空壕、空中戦でB29に体当
たり撃墜の特攻機を目撃、そして、はるか
南方の大阪の空が真っ赤に染まりや
がて真っ黒になった後、敗戦。戦
後の混乱、食糧難、飢餓体験、
少年犯罪多発、やや落ち着い
たその後は、布のグローブで
の野球少年、三角ベースで
の熟練、京都御所での少年
野球大会など･･･。町内の子
どもたちはひもじくてもみん
なでつるんで遊びを楽しみ、
熱中した記憶が蘇る。子どもの
犯罪やいじめや喧嘩なども少し
はあったが上級生が上手に仕切っ
ていたように思う。我が少年時代は仲
間遊びにふけった体験が懐かしい。

　戦後からの流れをふりかえると「三種の神器」白黒テ
レビ、洗濯機、冷蔵庫の出現で家庭内の労働は驚くほど
軽減され、家庭内の団欒の時間が増えた。しかし、豊かさ
はタダではやってこないものであり、快適を追う毎にま

すます労働は加重へと繋がっていった。「3C時代」に
入った頃には日本人は「さシすせそ」を放棄したのかと
いわれた。つまり、裁縫、しつけ、炊事、洗濯、掃除セズで

ある。中でも家庭の教育の重要部分である「しつ
け」を他のものと共に放棄したのは実に

決定的な問題であった。電化・機械
化で享受した快適と共にしつけ
教育も金で委託するような錯覚
に陥ったのではなかろうか。

　そして、すでに十分なし
つけを受けない世代が親に
なり、その子らがまたやがて
親になる。親を変えるためには

どうするのか。親が変わらなけれ
ば、子どもは変わらないのか･･･この

循環にさみしさを感じる。「3C時代」（カラー
テレビ（今はすでにハイビジョン）、カー、クーラー）から
「NEW・3C」への転換、文明から文化（カルチャー）へ、い
わば物からこころへ、受身から能動へ、科学技術だけでな
く生活のクリエイションへ、クーラーのような冷たい社会
から温かいこころの交流へ、コミュニティの形成へ、と提
唱されたが。「馬の耳に念仏･･･」多くは聴く耳を持たず
にきてしまった。

大阪府キャンプ協会会長　吉水泰彦
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　子どもたちは家庭・学校・地域から離れ･･･少子にて
母子密着、あるいは4つの過剰（保護しすぎ、授与しす
ぎ、指示しすぎ、受容しすぎ）などといわれながら、親の
価値観とは違った考えを持つようになった。また、シン
ナーや薬、万引きや車にスリルを求め、めまい遊びや性
に走る4走傾向が現れた。無責任・無気力・無感動・無関
心・無作法が若者の状態を表す代名詞となり、さらに遊
べず・学べず・働かずといわれるようになった。

　今、子どもたちの近時の状況を見ると、我々の子ども
時代には考えられないような事象が多々起こっている
のは実に嘆かわしいことである。その原因はどこにある
のか。
　人間の行動のファクターは環境と個人のパーソナリ
ティーの関数関係で表される。個人を育む環境が良好で
あれば、理想的な人間が育成されるはずであるが、家庭
環境、地域環境、社会環境、国家の状況が良好なもので
なくなれば、人間形成に課題は多々起こりうるであろう。
世の中が倫理観も秩序もなくしたような事柄が次々と公
になった。年金記録のずさんな処理、政治の変動、政治と
金、汚職と収賄。また表示偽装や賞味期限の改ざん等、
食品の安全・信頼も脅かされた。残念なことであるが、近
年の大阪の青少年対策への呼びかけは「大人が変われ
ば子どもも変わる･･･」というものであり、もう打つ手は
ないがな･･･なんとかしてーな･･･と叫んでいるような
気さえもする。『さあ、青春を力いっぱいガンバロー！ス
ポーツで、キャンプで、ブラスバンドで、音楽グループ

で、ボランティアで、そして学習にも精出して･･･大人は
みんなを精一杯支援するよ･・･』と以前のようなアピー
ルは、もう前面には出ない複雑な様相を呈しているよう
に思う。

　私たちは多くの人と出会い、いわばグループとの関わ
りの中で成長をしてゆく。基本のグループはファミリー
グループであるから、このグループは非常に重要であ
る。子どもが家族集団を準拠集団として、拠りどころにす
るのは当然だし家庭がそれに応える集団であってほし
い。キャンプのグループも子どもの成長の途上での適切
な集団でなければならない。みんなでつくるキャンプの
小社会は健全でいきいきとし、協同と創造に満ち溢れ、
家庭では得られにくい経験・体験を、特に他者との共生
を身につけさせたい。
　日本の未来は非常に厳しい状況にある。NEET、
FREETER、HOMELESSなどの問題が若者の未来に
横たわる。さらに、子どもの減少、高齢者の増加、地球環
境の影響、エネルギー問題、食糧問題、国際情勢など多
難である。私などは飢餓の体験もある。多少のことには
対応し生きられる。体験は生きる力を醸成し、生き方を
形成する。
　キャンプを通じて子どもたちの育ちを考える仲間が連
携して「変える力」となり、ソーシャルアクションを起動
させる力になることに期待をしている。

この半世紀･･･豊かさの代償は･･･

準拠集団の大切さ･･･

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！

大人が変われば･･･

３離4走5無3ズ･･･
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（財）大阪府地域福祉推進財団　坂谷惠司
（指導者養成・会員事業部会）

C D 塾 「吉水泰彦のキャンプの世界」

　今回このCD塾「吉水泰彦
のキャンプの世界」の内容
はブックレットとして春頃に
発行予定です。

お知らせ

　能勢では焚き火が恋しくなってきた頃、10月13日（土）～
14日（日）に、CD塾「吉水泰彦のキャンプの世界」が、氏とゆ
かりの深い能勢のキャンプ場、大阪府立総合青少年野外活
動センターで開催されました。
　参加者28名。共にキャンプを築いてきてこられた方を初
め、大阪でキャンプに携わる方、関東から、また、驚くことに
韓国でキャンプ場を運営されている方もおられ、いろいろな
思いを持ってこのCD塾に集まられました。
　冒頭、吉水氏の「私はあまりキャンプをしたことがないん
です」という驚きの言葉から始まりました。それは、アメリカ
の文化でもあるキャンプを、日本型のキャンプ場として、「施
設のあり方」「人材の育成」「効果あるプログラム」を確立し
たことにあるのです。つまり、「キャンプは人を育てる」と言わ
れますが、吉水氏は「“キャンプ”を育てた」ということが言え
るのではないでしょうか。大きな施設のハードとソフトを確

立する中で、またその中で起こることの蓄積が、氏の「キャン
プの世界」として語られました。
　今回参加者に、このことをより一層理解していただくため
に、場内を散策しました。その中で、開設より40年の歳月
が過ぎ、変わったところ、まだ建設当時の様相を残すところ
など、それぞれの歴史と当初の思いや苦労話、能勢の自然、
そして、綿密に考えられたリスクマネジメントのお話をして
いただきました。

　40年前、氏が魂を込めて立ち上げた能勢がキャンプ場の
バイブル的な存在とされ、全国に多くの公的なキャンプ場が
建設されていったことでも理解できるように、大阪のみなら
ず、日本のキャンプに大きな功績を及ぼしたと言って良いで
しょう。
　最近、よく耳にすることがあります。「能勢は古くなってき
た。もっと使いやすく新しい施設はたくさんある。でも、やっ
ぱり能勢はキャンプがしやすい。目的をもってする（組織）
キャンプは、能勢が使いやすい」と。今もなお、氏が尽力され
たキャンプ場は、普遍的なものとして、あるべきキャンプ場
の姿と人材育成のシステムとして、この地と共に息づいてい
るのです。

話に熱が入る吉水会長

熱心に聞き入る参加者と貴重な資料の数々

「見える範囲が敷地です」とセンター展望台で
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　『今どきの子どもを考える』をテーマに（財）関西テレ
ビ青少年育成事業団設立30周年記念シンポジウムを
開催しました。2007年12月1日、関西テレビ放送なん
でもアリーナにセンチュリー交響楽団カルテットによる
演奏が響き渡る中、260人もの参加者の方に足を運ん
でいただきました。

　兵庫県立人と自然の博物館名誉館長で京都大学名
誉教授の河合雅雄さんを迎え、『私の見る、今どきの子
どもの姿』をテーマにお話しいただきました。

　今の社会環境の中で、家族や友だちと「群れる」こと
の無くなった子どもたち。「群れる」ことで築いていた人
間関係力。「群れる」ことで学んでいく命のはかなさ、尊
さ。今の子どもたちはどこでそのような経験を積み成長
していくべきなのか？河合先生ご自身が子どもたち対
象のマレーシアジャングル体験キャンプを実施された
時の経験を踏まえて、お話しいただきました。そのキャ
ンプの前後では子どもたちに大きな変化が出てきたこ
と、今まで会話のなかった子どもがとめどなくキャンプ
の報告を保護者にする様子・・・。今どきの子どもたちは
会話をしないのではなく、会話をする内容がない状況
に置かれているのではないかと感じたと話されました。
会話ができる状況、つまり外に出て人と「群れる」ことが
子どもの心を刺激し、成長へと導けるのではないかとい
う提言をいただきました。

　『子どもは今のままでいいのか』というテーマでお話
をいただきました。神戸大学大学院教授の森岡正芳さ
ん、滋賀大学名誉教授の草川一枝さん、（株）モンベル

代表取締役の辰野勇さん、関西テレビ放送アナウン
サーの関純子さんをシンポジストに、コーディネーターと
して福井県立大学教授の大利一雄さんを迎えました。
　核家族という家庭環境、忘れ物をしても引き取りにこ
ない親たちの増加、テレビで毎日流れるバッシング番
組、良いことを良いと認められない世間・・・大人の作り
出した社会そのものを反映している子どもたちの状況。
今大人たちは何をしなければいけないのか？という問
いかけにシンポジストそれぞれの立場から活発な意見
が交わされました。

　参加者からは「テーマに沿って子どもの現状把握から
提言に至るまでわかりやすく充実した内容だった」、「青
少年活動において子どもと実際に触れ合うことの大切
さを改めて感じた」などの声を頂き、多くの参加者に満
足していただいた様子でした。

　河合先生をはじめシンポジストの先生方からキャン
プが子どもの成長に大きく影響を与えるというお話を
いただき、今の子どもたちにだからこそキャンプが必要
であり、様々な実体験を積ませることが子どもの心にア
プローチできる手段だという言葉は、私たちのこれから
の青少年育成活動への大きな励みとなりました。

（財）関西テレビ青少年育成事業団　坂本真由美

～第1部　基調講演～

～第2部　シンポジウム～

シンポジストのお話に熱心に耳を傾ける参加者たち

（財）関西テレビ青少年育成事業団
設立３０周年記念シンポジウム

基調講演：河合　雅雄氏

　このシンポジウムの様子は
DVDに収録し、関西テレビ青少
年育成事業団視聴覚教材として
貸し出しを予定しています。ご希
望の方はお問合せください。
（TEL 06-6315-2591）
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　わたしが六甲山YMCAに勤務だった頃、冬の雪か
きにはよく泣かされたものです。気温マイナス15度、
積雪は多いときで一晩に30～40cmにもなったこと
がありました。そんな冬の季節、よく裏口のゴミ置き
場が何者かに荒らされたものです。いったい誰か？よ
く見るとその周辺の雪の上には職員の足跡とはべつ
の小さな動物の足跡が・・・。それは日によって違う足
跡があり、さまざまな動物達が、食べものが少なく
なっているからか、えさを求めて夜な夜なやって来て
いたのですね。足跡をたどっていくうちにその形、歩
き方、一度立ち止まって戻る（猟師の間では「とめ足」
と呼んでいます）などなど、時には彼らの落し物であ
るさまざまな「フン」まで。タヌキは近隣に生息する仲

「足跡と犯人探し」

大阪YWCA
砂子　礼

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

間で同じ場所に糞をすることが多く「ため糞」と呼ぶ
習性があるそうです。キツネは一直線、タヌキは左右
にヨタヨタと？歩き方も様々。姿は見えなくても、足跡
を追いかけていると彼らの生活が見えてきます。気が
付くと仕事、時間を忘れて森の中での野生動物達の生
活の世界に自分が入っていたものです。
　そんな寒い冬に毎年子ども達が雪遊びのキャンプ
にやってきます。あるときお出迎えの挨拶に、動物達
の足跡の絵を紹介したとき、帰りに引率の先生が「い
つもは雪だるまや、雪投げの子ども達が今年はいろん
な動物の足跡に夢中でした」とのこと、ちょっとした
きっかけで自然での見方が変わるものなのですね。と
きにはスノーシューやノルディックスキーで冬の厳し
い大自然の中でたくましく生きる動物達の生活を体
験してみてはいかがでしょうか。くれぐれも雪男なら
ぬ熊との遭遇にはご注意を！

茨木市青少年野外活動センター
高橋　陽介

　「さようなら！また来てね。」「楽しかった！また来るよ。」
キャンプが終わって、キャンプカウンセラーと子ども達の間
で交わされる最後の言葉。このささやかなひと言が、私達の
キャンプの宝物です。
　子ども達は、キャンプという自然の中の少し不便な生活
を、仲間と協力しながら自分達の力でやり遂げ、その充実感
や達成感の中からキャンプの楽しさを見つけだします。そん
な子ども達の素直な表情や、精一杯頑張り成長する姿に接
しながら、キャンプカウンセラーもまた、子ども達から多くの
ことを学びます。
　短い時間の中でも、お互いが少したくましくなったことを
実感できるからこそ、別れ際にちょっぴり照れながらも、誇
らしげな表情で手を振るのでしょう。
　キャンプ場を後にした子ども達の多くが、キャンプの楽し
さを求めて「また来たよ！」とまたこの場所へ帰ってきてくれ
ます。そして、迎えるキャンプカウンセラーの多くも、実はそ
の昔「また来るよ！」と言った子ども自身なのです。
　たったひと言の約束が支えているキャンプ。キャンプでな
ければ作り上げられないこの人のつながりを続けていくこ
とが、職員である私の役目だと思っています。
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　私がYWCAと出会い来年で20年になります。当
時学生だった私は何に対しても必死でした。そんな
中でもキャンプは“格別”でした。今も変わらずそう
です。
　まずは仲間とのコミュニケーション。沢山の時間
をかけて色々な話をする。時には飲みながらも話し
する。そんな時間が積み重なり仲間との意志疎通が
スムーズになり“絆”が生まれます。チームワークが
悪いといいキャンプはできないと私は思います。そ
してキャンプという“非日常的な生活”の中で子ども
たちもリーダーも時間を追うごとに自然（nature）
に溶け込んでいき、心が解放され、グループ意識
や仲間意識が芽生え個性豊かなキャンプになるの
だと思います。その場に集まった人と大自然が世界
に1つしかないキャンプをつくっていくのだと思い
ます。私にとりキャンプを通して子どもや仲間と過
ごした日々は全く違うけどかけがえのない大切な想
い出です。これからもそんな素敵な想い出を沢山つ
くれればいいなあ～。

里山の自然学校　紀泉わいわい村　西川泰行
～冬ならではの楽しいトレッキング～

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。

私とキャンプ「また来たよ」

すなご　  　あや

イノシシの雄の成獣の足痕
キツネの足痕
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　平成15年9月、地方自治法の改正により、野外活動施設を含む公共
施設の運営に指定管理者制度が導入され、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ました。パートⅠでは、【野外活動施
設】、【野外活動事業】の変化について概観しました。パートⅡでは、【施
設職員・スタッフ】、【野外活動指導者】、【ボランティア】など担い手の変
化について概観してみたいと思います。

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①「財政支出の削減」、②「提供されるサービス水準の向上」であ
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、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”ことが強く求められていると言え
ます～～
　と、パートⅠで記述したように、施設にとって「事業の展開を含めた利
用者サービス」は、その担い手となる人によって大きく左右されると云
え、この担い手となった指定管理者の組織・団体の中の誰が、実際の施
設運営に就くのか、利用者サービスの第一線に立つのか、が重要な鍵
となります。

来（指定管理に対して、委託管理と呼ばれる制度）の受託団体
においては、その運営に当たる人物は、「施設の職員」、「施設運

営の母体となる団体・組織の職員」が中心でした。多くの場合、野外活
動施設が「青少年層～家族層」を、また「学校などの集団・グループ」で
の利用を中心に想定されていたため、運営する団体も「教育委員会の
青少年主管課、または社会教育主管課」が多く、職員＝公務員（場合に
よって、職員＝公務員＝教員）でした。3～5年の周期で庁内・役所内を
異動するため、なかなか専門的ノウハウが継承されず、プログラム開発
が進まないなどの課題も内在されていました。
　また、直営方式ではないが、自治体が2分の1以上を出資する公益団
体により運営された施設では、一般公務員のような定期異動はなく比
較的、専門性・指導ノウハウが蓄積されてきましたが、給与・身分等が
公務員に準じており、新規採用が抑制され、人事が硬直化し、人件費が
高騰することなどがネックとなっていました。

定管理者による運営によって大きく変わったのが、施設を運営
する職員・スタッフです。「財政支出の削減」を至上命令に導入

された制度であることを反映して、人件費抑制のため、スタッフの大幅
若返りが進みました。そのことにより、①施設職員の平均年齢が大幅に
下がった、②フットワークが軽く、機動力が上がった、③施設内に活気
が溢れてきた、④野外活動に関する専門性が上がった、⑤プログラム
開発が積極的に行われるようになった、そして、上記項目を通じ、⑥施
設職員は、“利用者と様々な場面で直に接する職員”という原点が鮮明
になり、⑦職員肩書に、コーディネーター、ディレクター、インストラク
ターなどの名称が付けられ、その結果、⑧施設からの発信メッセージ
が明確になり、⑨施設利用者からの声が、好反応となった、⑩委託元の
自治体にも「利用者からの好反応」の声が届くようになったという状況
が多く見られるようです。
　大阪府キャンプ協会調査研究部会の調査報告においても「利用者が

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

重要と思う項目は、上位5つが、“職員・スタッフの明るい接客対応、専
門性、説明の分かり易さなど”に関する項目が挙げられており、利用の
際の関心の高さを表しています。

設運営者は、施設事業を行う際に「野外活動指導者」としての
役割を担うことにもなります。民間企業等が指定管理者に就い

た場合、①「社員が指導者」という側面も生まれます。そして、社員の経
験不足を補うため、専門的な野外活動・野外教育・環境教育などを学
んだ人達も採用されるようになり、②「教員（特に体育教員）が指導者」
から、文字通り「野外専門の人達が指導者」に、③そのことにより、「なり
たい人が、やりたい仕事に就く」というマッチングに結びつき、④新たな
「同業種、また異業種の幅広いネットワーク」が受託施設の内外に構築
されるという変化が顕著になってきました。
　逆に、“プログラム指導従事のみ”を想定していた、新しい指導スタッ
フにとって、施設運営にとっての“日常業務”である①施設整備、②備品
管理、③応急修理、④苦情対応、⑤事務仕事、などの施設管理業務も付
随することになります。このような業務は、一見、煩雑な業務ではあり
ますが、施設運営に入り込まなければ経験できない業務であり、経験
を蓄積し大きな財産にしたいものです。

後から今日まで、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ていますが、ボランティアの多くは
学生リーダーです。その特徴は“自前での、採用～養成～活動～評価”
であり、公共施設の一部にもこのシステムは導入され、現在も継続され
ています。これに加え、自治体が求める効果の三つ目にある「地域経済
の活性化」（前述）を反映して、若者重視のボランティア集団に、特定技
能や専門知識を有する専門家や、シニア層の人材がプラスされた集団
への変化も数多く見受けられるようになっています。「団塊世代の大量
退職時代」を反映して、その年代層が蓄積してきた「専門的な技術・経
験」を施設運営の中でも、また野外活動事業の中でも大いに活用しよ
う、と「施設を中心とした地域と人材の融合」が見られます。中でも「少
年自然の家」、「里山の学校（山の家）」、「自然学校」などと呼ばれる施設
では、そのプログラム活動に「農業、林業、漁業などの第一次産業の体
験」を取り入れることによって「生活密着型・地域密着型」の活動が可
能になります。
　施設スタッフが大幅に若返ったことによる、「自然体験の原体験不
足」、「不便・不自由時代の生活体験不足」を補う方法と云えるでしょ
う。

上のような変化の中、今回の指定管理者制度導入を「野外活動
の危機ではなく大いなる転機のための好機」とするために、指

導者養成を始め人材育成にあたる組織・団体は、次のような点に心が
ける必要があるでしょう。
　①熱意と意欲ある若者と、技術・知識・経験あるシニアとを結び付け
　　るコーディネート役の養成
　②新たに施設運営に当たる社員・職員・スタッフに対する、「施設運
　　営ノウハウ」の伝達
　③ボランティアリーダーに対して、「より多様化する施設のあり方」
　　に即応する研修実施
など、これらの取組みを通して、各指定管理者にとって次回の事業申
請に際して再指定が実現するよう、基礎的体力・専門的能力の蓄積が
図られることを目指し、多くの関係者が野外活動分野の質的向上に向
けて叡智を結集することが求められるのではないでしょうか。

～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Ⅱ

（財）大阪府青少年活動財団　今井正裕
（日本キャンプ協会専門委員）

【パートⅠより】

【従来の施設運営者】

【施設職員の変化】

【野外活動指導者の変化】

【ボランティアの変化】

【今後に向けて】

　～～三
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　以

※参照
　株式会社三菱総合研究所
　「パブリックビジネス研究会　フェーズⅣ　企画提案書」
　「パブリックビジネス研究会　第三次提言」　
　大阪府キャンプ協会　調査研究部会　研究紀要



日本キャンプ協会

■リスクマネジメントセミナー

日 時

場 所
内 容

参加費

定 員
主 催
主 管

2月2日（土）14：00～21：00
　  3日（日）9：00～15：00
府立青少年会館
基調講演、ワークショップや最新の情報提供
等、自然体験活動・野外活動指導者の、安全
対策面での資質向上を図る。
＜2日間＞
一般5,000円、会員4,000円、学生3,000円
＜どちらか1日のみ＞
一般3,000円、会員2,500円、学生2,000円
70名
日本キャンプ協会、 関西テレビ青少年育成事業団
大阪府キャンプ協会

Vol.

大阪府キャンプ協会

■'08ウィンターアウトドア体験IN朽木
内 容

日 時
場 所
宿 泊
参加費

対 象

定 員
共 催

「歩くスキー・スノーシュー・テレマークスキー」で冬の
「朽木の森」を体感しよう！
2月16日（土）～17日（日）現地集合解散
高島市立森林公園「くつきの森」（旧アサヒの森）周辺
麻生里山センター（旧大阪ガールスカウトトレーニングセンター）
一般15,000円、会員・学生13,000円
（1泊3食・スキー・スノーシューレンタル料含む）
18歳以上（高校生不可）またはご家族（ご家族の場合は
18歳未満も可）
30名（最低催行人数15名）
（株）北口山スキー研究所
インターフェイスLLP（有限責任事業組合）
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■キャンプワークショップ
日 時
場 所
内 容

参加費

対 象

定 員

3月19日（水）11：00～ 20日（木・祝）13：00（1泊2日）
里山の自然学校　紀泉わいわい村
基調講演、分科会、ワークショップ等を通して、組織キャ
ンプにおけるシニアの「これから」を探る。
会員及び55歳以上のシニア8,500円、学生4,000円、
一般9,500円
キャンプを通して社会貢献を考えているシニア（55歳以
上）の方、18歳以上の地域、学校、施設等でキャンプの
指導に携わる方でシニアキャンプに興味のある方
30名

BUC対象事業

■キャンプサロン
テーマ

日 時
場 所
定 員

野外活動施設の指定管理者制度を問うPart2
～研究紀要 中間報告会～
2月末頃（予定）
府立青少年会館　
30名

■関西野外活動ミーティング2008
テーマ
日 時
場 所
内 容
参加費
対 象
定 員
主 催

『今、関西の野外活動をつなぐ』
2月23日（土）13：00～21：00
府立青少年会館　
研究・実践事例発表、シンポジウム、交流交換会など
一般2,000円、学生1,000円
野外教育・野外活動に関わる方・これから始める方
100名
関西野外活動ミーティング2008実行委員会

BUC対象事業

TEL 06-6942-5146（ユースサービス大阪内）

BUC対象事業

■DミーティングIN近畿ブロック
日 時
場 所
内 容

参加費
対 象

2月23日（土）11：00～12：30
府立青少年会館
キャンプの普及の推進役として期待が大き
く、「人づくり」の大切な約割を担うキャンプ
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。
（午後からは関西野外活動M2008へ参加）
2,000円（関西野外活動M参加費含む）
キャンプディレクター1・2級の方

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）

4月以降の大阪府キャンプ協会　事業

■キャンプ指導者講習会
日程／場所

内　容

対　象

参加費
定　員

理論：4月26日（土）（予定）／
　　 府立青少年会館
実習：5月3日（土・祝）～5日（月・祝）／
　　 六甲山YMCA（予定）
「キャンプ概論」「自然体感ゲーム」
「テント設営法」など
地域、学校、企業等でキャンプや野外活動指
導に携わる方、キャンプ指導者を目指す方
18,000円、会員・学生15,000円
30名

■家族的野外活動学校
日 程
内 容
対 象
定 員

5月中旬ごろ（予定）
家族のためのキャンプ教室
家族（子どもを含む）
20家族

■野外活動促進セミナー
テーマ
日 時
場 所
内 容
参加費
対 象

主 催
共 催

『野外活動における地域と施設と人材の融合』
1月23日（水）13：00～24日（木）15：00（1泊2日）
府立少年自然の家（貝塚市蕎原）
基調講演・事例発表　等
6,000円、＜どちらか1日のみ＞3,000円
野外活動、青少年に携わる指導者、運営者、リーダー・ス
タッフなど
財団法人大阪府青少年活動財団
大阪府キャンプ協会、大阪府青少年の家等連絡協議会

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

大阪府キャンプ協会では、キャンプに関するイベント、事業情報、出版物の案内などをお知らせするメールマガジンを発行しています。ホームページからご登録ください。【発行：不定期】

各事業の詳細はHPでもご覧いただけます。

※希望者はキャンプインストラクターの資格取得が可能です。
（費用別途要）

予告

※詳細が決まり次第 チラシ・HP等でお知らせします。



六甲山YMCA 西川勝久

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

（武村）

Vol.

「キャンプ」の中で大切にされるところ

　「同じ釜の飯を食う」という言葉があります。
キャンプ生活では、野外での自炊はもちろん、施設
を使ってのキャンプの時も、同じ食事内容を食べ
て、同じ体験をすることが基本です。しかし、私た
ちの日頃の生活をみると、そんなありふれたこと
が日常から無くなってきているのです。あるショッ
ピングモールの「フードコート」と呼ばれる食事が
できるフロアで見た光景です。ファミリーがやって
きて、「お父さんは○○を食べる。お母さんは？」な
どという会話がされた後、求める食品コーナーへ
行き、買ってきたものを、それぞれが食べているの
です。もちろん会話はあるのですが、「個」に重きを
おいた食事でした。高校ラグビーで全国制覇まで
するようなあるチームでは、試合前に、房になった
バナナをみんなで分け合って食べるという話を聞
いたことがあります。これは「みんなが一つにつな
がっている。同じ気持ちで今までやってきた。そし
てこれから同じ目標に向けて進むんだ」という気
持ちの確認でもあります。
　私たちはキャンプ活動の中では、8～10名前後
でグループを作って、寝食を共にし活動します。
活動の中では、参加者相互の関係が円滑かつ効果
的に進むようにグループリーダーが配置され、互
いが親しくなれるように導くための役割を担って
います。人には、「他の人に受け入れられたい」と
いう欲求があります。人に受け入れられなければ、
自分の思うこともできません。他者が、何を考え、

感じているかに心を配り、自分の思いや言うこと
がどう響くかに注意しなくてはなりません。一人ひ
とりに合わせた、行動、活動、関わり、対応の中で、
集団を意識し、自分自身がどう考えることができ
るか。どう行動できるか。そして、「時間を共有」
し、同じ体験や言葉を交わし、思いを重ねること
で、相手を受け入れることができるのではないで
しょうか。様々な体験の場に、私たちはただ単に参
加しているだけでなく、心からの参加、心からの関
わりが大切にされなくてはなりません。中国の古
典「大学」の一節には「心がここになければ　視て
も見えない　聴いても聞こえない　食べてもその
味をしらない」と記されています。
　多様な価値観の中にある現代社会では、人生の
選択を迫られた時、それまでの体験や生き方から
判断することがあります。キャンプや自然体験活
動の中では、様々な手段としてプログラムに取り
組んでいます。そこで大切にされるべきことは友
と共に過ごす時であり、集団に所属している「時
間」であるのではないでしょうか。心は他人から贈
られるものと考え、人に大事にされる体験をする
ところに、「心」が生まれると思います。個が大切に
される現代だからこそ、集団の中でないと育まれ
ないものがあるのではないでしょうか。

※参考文献
　グループワーク　永井三郎著
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広報部会（府立青少年会館）
キャンプディレクター2級養成講習会（PD）
（府立総合青少年野外活動センター）
キャンプディレクター2級養成講習会（MD）
（府立総合青少年野外活動センター）
全国事務局担当者研修会
（府立総合青少年野外活動センター）
近畿ブロック事務局担当者会議
（滋賀県・希望が丘野外活動センター）
指導者養成･会員事業部会（府立青少年会館）
キャンプディレクター1級養成講習会
（府立総合青少年野外活動センター）
部会長会議（府立青少年会館）
専門委員会（府立青少年会館）
常任理事会（府立青少年会館）

■10月15日（月）
■10月19日（金）
　　 ～21日（日）
■10月20日（土）
　　 ～21日（日）
■10月20日（土）
　　～21日（日）
■10月27日（土）

■10月30日（火）
■10月31日（水）
 　～11月4日（日）
■11月26日（月）
■12月  3日（月）
■12月  6日（木）

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。




