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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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　平成20年度キャンプ指導者講習会は、4月26日(土)に理論研修が森ノ宮の府立青少
年会館で、５月３日(土)から５月５日(月)の２泊３日で実技研修が六甲山YMCAで行われ
ました。
　参加人数は21～38歳の男性ばかり6名。メンバーは現役のボランティアリーダーや大
学生、団体でのキャンプ行事や現場でのスキルの向上、趣味の延長で勉強したい…と
様々なニーズの方々が集いました。
　理論研修では、キャンプ概論や安全についての講習を受け、基礎知識を蓄えました。
実技研修のオリエンテーションで締めくくり、まだ見ぬフィールドに思いを馳せました。
　実技研修の六甲山YMCAでは、初日の
天気は晴。｢イニシアティブゲーム｣では、プ
ログラムが進むにつれて増えていくメン
バーの笑顔、その中で実際にアイスブレイ

クを体感しました。｢テンティング｣ではグラウンドの片隅に、期間中自分の寝床になる
テントを設営し、キャンプサイトを完成させました。子どもの頃、空き地で秘密基地作
りをした時のことを思い出しました。｢アウトドアクッキング｣では、飯盒を使ってご飯を
炊き、そつなくおいしいカレーを完成しました。｢冒険的ナイトプログラムの方法と開
発｣では、ナイトハイキングを兼ねて近くの展望台で六甲の夜景を堪能しました。そし
て、初日のテント泊。就寝前は15℃ほどあった外気が朝方一気に冷え込み、寒さでほと
んど眠れない状態でした。自然の醍醐味を充分に？味わいました。
　２日目、天候は曇り。ロープワークで基本的な結びをマスターした後は｢森にブランコ
をつくろう｣。キャンプサイトに生えている赤松の木の枝を活用して、今習得したばかりのロープワークを駆使し、巨大ブランコが完
成しました。ダイナミックなブランコの周りは、家族連れの利用者の人だかりができました。午後からは「キャンプファイヤーの計画

と実践」。ファイヤーの理論を確認し、実際の薪組みを参加者に体
験してもらいました。｢ダッジオーブン活用｣で豪快な鶏の丸焼きを
食した後、｢キャンプファイヤー実習｣では火を囲んで今回のキャン
プの二日間を振り返りました。
　３日目、天候は曇り。前夜から発生した霧があたり一面を覆いつ
くし、幻想的な雰囲気でした。｢自然環境プログラムの活用法｣では
六甲山YMCA池田勝一所長にヒノキを使ってのクラフトをご指導
いただきました。ヒノキの枝の形を活かしたオリジナルのオブジェ
が出来ました。
　皆さん熱心で、今回のキャンプを今後に活かそうという心意気が
充分伝わってくる方々ばかりでした。それぞれのフィールドでより
活躍され、充実した日々を送られることを願ってやみません。

㈶大阪府青少年活動財団　後藤　聖司
（指導者養成・会員事業部会）みんなで楽しめるブランコ完成！

池のほとりで、気持ちのいい朝、
朝食準備もはかどります

朝食準備

ブランコ完成

協力して、3日間の寝床をつくりました

テント設営

2008年度　キャンプ指導者講習会



　６月１日（日）大阪府キャンプ協会の平成２０年度総会が大
阪府立青少年会館で開催されました。
　はじめに吉水泰彦会長から、皆さんがご存知のとおり、大
阪府の財政難から、「廃止」と提案された野外活動に携わる
団体や施設の、存続に向けて働きかけていただいた事への
感謝の言葉と、今の青少年施設の現状などの話がありました。
　また、日本キャンプ協会前会長酒井哲雄氏からは、日本
キャンプ協会の会長が野沢巖氏になり、役員等も若返った
こと、関東と関西のキャンプの違いなど、近況報告を交えあ
いさつをいただきました。
　その後、大阪府キャンプ協
会に永年に渡りご尽力頂きな
がら、昨年１２月に亡くなられ
た大阪市青少年活動協会の
岡猛氏と５月に亡くなられた
神戸ＹＭＣＡの近江岸建助氏
の在りし日を偲ぶとともにご
冥福をお祈りしました。

　第１部総会では、｢平成１９年度事業報告及び収支決算
（案）｣｢平成２０年度事業計画及び収支予算（案）｣「第９期
役員の選任」について審議され承認されました。

　
　平成１９年度も大阪府キャンプ協会の趣旨を踏まえ、キャ
ンプ指導者の養成・資質向上・会員相互の連携・野外活動の
情報発信等の事業に取り組みました。

１.指導者養成事業及び会員事業
　キャンプ指導者講習会　他２事業
　‘０８ウインターアウトドア体験ＩＮ朽木
２.情報収集と提供及び調査研究
　機関紙「きゃんぷＯＳＡＫＡ」の発行（第６０号～６３号）
　研究紀要「野外活動施設の指定管理者制度を問うPartⅡ」発行
　キャンプサロン２回
　野外活動促進セミナー（財・大阪府青少年活動財団共催）
３.各種事業と連携
　「紀泉わいわい村春まつり」後援（里山の自然学校・紀泉わい
　わい村主催）　他１３事業

4.日本キャンプ協会関連事業
　第１７回全国キャンプ大会（主管和歌山県キャンプ協会）
　運営協力
　CD１級養成講習会・CD２級講習会・Dミーティング
　他２事業

１.一般会計の部
　収入…会費収入・事業収入等合計　5,400,187円
　支出…事務費・事業費等合計　4,489,984円
　次年度繰越金　910,203円
２.事業特別積立金
　収入…繰越金・受取利息等合計　3,306,950円
　支出…支出なし　0円
　次年度繰越金　3,306,950円

　内容に付きましては、別表を参照してください。

　別表を参照してください。

　第2部のキャンプサロン
では、19年度に作成した
「野外活動施設における
指定管理者制度を問う
Part2」研究報告を調査研
究部会専門委員の冨山浩
三氏が行いました。

　第3部の情報交換会で
は、軽食にその場で焼きた
てのたこ焼きも登場し、楽
しい雰囲気の中終了しまし
た。

■平成20年度　事業計画
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5
6
7

10

15
26
3～5
1
15
20

26～27
9～13

11～12

日 事業計画

きゃんぷOSAKA　64号発行
キャンプ指導者講習会（理論）
キャンプ指導者講習会（実技）
総会・キャンプサロン
きゃんぷOSAKA　65号発行
キャンプ安全の日
家族的野外活動学校
CD1級講習会
秋のファミリーキャンプ
”素敵世代”野外学校

調査研究（年間）
月

10

11

1

2

15
17～19
18～19

1～3

15
24～25
31～2/1
21

日 事業計画
きゃんぷOSAKA　66号発行
CD2級講習会（PD)
CD2級講習会（MD)

全国キャンプ大会（長崎県）
キャンプワークショップ［BUC］
野外活動促進セミナー
きゃんぷOSAKA　67号発行
CD1級検定会
リスクマネージメントセミナー［BUC］
関西野外活動M2009［BUC］

月

BUC…日本キャンプ協会BUC対象事業（予定）　※日程・内容につきましては変更になる場合があります

■平成20年度　収支予算
収入の部 支出の部

会費収入
事業収入
雑収入
その他収入

当期収入合計
前期繰越収支差額
収入合計

3,270
1,845
14
0

5,129
911
6,040

事業費
管理費
その他支出
予備費

当期支出合計
当期収支差額
次期繰越収支差額

2,910
2,219

0
911

6,040
△ 911

0

（単位：千円）

平成２０年度 総 会 報 告

総会第1部
キャンプサロン

※HPでもご覧いただけます。

第2部

情報交換会第3部

平成１９年度　収支決算（案）概要

平成20年度　事業計画及び収支予算（案）

第9期役員選任

平成１９年度　事業報告概要

武村　尚史（広報部会）
府立総合青少年野外活動センター
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第９期 新役員紹介（平成20～21年度）大阪府キャンプ協会

役 職 名

会長

副会長

副会長

副会長

常務理事・事務局長

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

氏　名 勤務 先・所属 団体

吉水  泰彦

石田  易司

永吉  宏英

錦織  一郎

片岡  弘尚

石原  福造

坂谷  恵司

笹田  敏

中村  茂高

橋本  啓

原田  茂樹

堀     直樹

宮川  幸雄

焼野  嘉津人

大森  正孝

梶山  泰男

新家  庸子

菅沼  肇

清家  昌弘

滝口  憲治

滝口  敏行

谷川  いづみ

中嶋  輝雄

馳澤  信一

福田  芳則

松林  寛

松原  和美

森園  忠勝

山田  一郎

前・大阪薫英女子短期大学 教授

桃山学院大学 社会学部  教授

大阪体育大学 学長

大阪女学院 法人事務部統括部長

府立青少年海洋センター 所長

大阪YMCA　副総主事

大阪府キャンプ協会専門委員長・大阪府地域福祉推進財団

大阪府青少年活動財団  事業部  部長

NPO法人　アサヒキャンプ　理事

ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター所長　前・専門委員長

茨木市教育委員会生涯学習部青少年課　課長

関西テレビ青少年育成事業団  事務局長

大阪市青少年活動協会 伊賀青少年野外活動センター所長

大阪府青少年活動財団　企画推進室　室長

大阪府野外活動指導者協議会 副会長

日本医師会認定健康スポーツ医（内科医）

ガールスカウト日本連盟 大阪府支部 　トレーナー

府立総合青少年野外活動センター 所長

堺市青少年活動振興協会　理事

大阪ユースホステル協会 事務局長

NPO法人日本森林ボランティア協会 理事長

大阪ＹＷＣＡ 総幹事

大阪人間科学大学　教授

日本ボーイスカウト大阪連盟 事務局長

大阪体育大学　教授

ＮＰＯ法人  ナック 理事長

ＮＰＯ法人　大阪市野外活動指導者連盟 会長

NOS（Nose Outdoor School）チーフディレクター

小杉記念病院 院長（精神科医）

監事 樋口  東光 三田市社会教育委員学校法人頌栄保育学院  事務局長谷川  俊一 監事
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　大阪府キャンプ協会では、大阪府内でキャンプ活動
をする13の団体から17人が集まり、専門委員会を組
織しています。平成20年度から第9期となり、メン
バーは今もキャンプの現場で活躍する現役の世代が
ほとんどで、自身の業務が忙しい中、キャンプ協会の
運営を支えていただいています。
　専門委員会には3つの部会があり、大阪府キャンプ
協会が主催する事業を企画、運営をしています。今回
はそれぞれの部会の活動を紹介いたします。

「役に立ち」そして「楽しい」事業を
展開していこうと思いますので、
いろいろなご意見をお聞かせください。

大阪府キャンプ協会の専門委員会

 この部会の大きなテーマは「きゃんぷＯＳＡＫＡ」の
取材、編集です。当協会の機関紙として年４回発行し
ていますが、できるだけ多くの方に読んでいただきた
く、掲載内容、紙面割やデザインなど、検討を重ねて
います。
　その成果として、50号発行を機会に、キャンプに携
わる若い人の思いをつづった「ポラリス」、実際のキャ
ンプに役立つ「野外まめ知識」などが「きゃんぷＯＳＡ
ＫＡ」の紙面に加わりました。
　昨年、ホームページもリニューアルしましたが、ま
だ、広報部会として活用できているとはいえません。
今後はホームページも活用しホットな情報をお届け
したいと考えています。

広報部会
 この部会の事業は、大きく２つに分けることができ
ます。
　ひとつはキャンプ指導者向けの事業で、これからの
指導者を目指す方へのキャンプインストラクター講習
会。現役の指導者にはブラッシュアップを目的とした
CD塾やキャンプワークショップを開催しています。
　もうひとつはキャンプを楽しむ会員向けの事業で
す。「家族的野外活動学校」と称し、ご家族で楽しく
キャンプを学ぶ事業をしています。
　また、世代間交流や高齢者の社会貢献などを視野
に入れたシニア層向けの事業も今秋に計画中です。

指導者養成・会員事業部会

　文字通りキャンプに関する調査・研究をしている部
会です。年間テーマを設定し、テーマによっては全国
レベルの調査もしています。
　例えばこれまでに、文科省提唱の「生きる力」を育
むのにキャンプがどのような効果があるのか、また、
貢献できることは何か、また野外活動施設のあり方
を利用者側と運営側の双方から調査分析をしてきま
した。
　そして、その調査をより充実した内容とするため
に、見識者や第一線の現場にいる方々に意見をいた
だく機会として「キャンプサロン」を開催していま
す。ひとつのテーマに1年以上の時間をかけて最終的
に紀要にまとめ発行しています。

調査研究部会

（専門委員長）

（50音順）

（財）大阪府地域福祉推進財団　坂谷　恵司
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日本野外教育学会第日本野外教育学会第1111回大会 報告回大会 報告日本野外教育学会第11回大会 報告

比叡山延暦
寺での分科

会

琵琶湖の豊かさを語る嘉田氏

　2008年6月13日（金）～15日（日）にかけて日本野外
教育学会第11回大会がびわこ成蹊スポーツ大学にて開
催されました。今年度は「自然とともに生きる」をテーマ
に掲げ、全国各地から約130名の方々が「びわこ」に集い
ました。
　長い歴史を持つ京都や奈良、比叡山に隣接し、母なる
琵琶湖を抱く滋賀県。その歴史・文化から、今日における
地域資源を活用した野外教育のあり方、自然と生きる意
義を考えるための催しが多数企画されました。まず初日
は、オープニングクルーズ「琵琶湖からのメッセージ」と
題して、ミシガンに乗船し、「びわこ水物語」とヨシ笛コ
ンサートから始まりました。2日目には、基調講演として
滋賀県知事の嘉田由紀子氏から「自然に育まれる人の
暮らし」について大変興味深いお話をいただきました。
分科会では、「地域の自然とともに生きる」というテー
マで滋賀県内のフィールド（比叡山延暦寺と高島マキノ
高原）へ出向き五感をもってそのすばらしさを体感しま
した。
　学会のメインである研究発表は、口頭発表が38題、ポ
スター発表が9題と充実した内容となりました。今回の
第11回大会においても、大学教員などの研究者だけで
なく、野外活動施設などで日々自然と人と向き合い実践

を中心にされている方々、大学院生他、様々な分野から
多角的な視点により多くの研究成果が発表されました。
心理的な効果やマネジメントに関する研究など内容は多
岐にわたりましたが、排泄指導の重要性に関する研究が
個人的に印象に残りました。この研究からは、改めて排
泄行動自体やスタッフの役割の重要性などを再認識する
ことができました。

大阪国際大学　横山　誠
（調査研究部会）

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

　能勢の野外活動センターが廃止されると
言うニュースがテレビや新聞に流れて、大阪
府の新知事さんは何をお考えなのだろうかと
戸惑いを隠せない日々が続いている。
　大阪府の財政赤字が年々継承され、大きな
企業はみんな東京へと本社を移転するし、府
の多くのプロジェクトは貧すりゃ鈍するの例
えのごとく失敗続きの大阪府政…そこに改革
の寵児として闘う橋下徹新知事…テレビでお
馴染みの１３６万票を担う若きエースの出現で
ある。すべてをゼロベースで見直そう…知事
の給料も職員の給与も市町村への交付金も
補助金もみんな減額して、誰もが辛抱し我慢
して改革改善しようとの政策の転換である。
　そこで、閉鎖対象になっている青少年の集
いや発表・表現の場である「青少年会館やプ
ラネットステーション」「府立総合青少年野外
活動センター」およびそれらを展開運営する
「ユースサービス大阪」を何らかの形で存続
させるためにＢＳ、ＧＳ、ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡ、府
こ連、ＯＹＨ、ＫＦＹＤ、キャンプ協会など関係
の諸団体や有識者の皆さんの呼びかけで「青

少年が健全に成長することは府民の大きな
願い」大阪の青少年育成活動を更に前進させ
るためにご一考をと、急遽関係者の署名３万
人分を添えて知事と府議会議長にあて要望
書提出のため府庁訪問をした。同行したボラ
ンティアリーダー５年目の大学院生は街頭署
名で２千人分を集めてくれたとのことであっ
た。橋下知事が青春時代にキャンプ経験があ
れば良かったのにと悔やまれる。
　府費充当分を軽減するためには、受益者負
担を増やす方法や支援者の寄付行為を促進
するなど新たな対応が必要だろうし、また、運

営を超合理的にする（電気の設定容量を減ら
す、水の供給を考える、冬は完全閉鎖、エネル
ギーを考える、人材起用の方法を変えるなど
…）必要がある。
　能勢において青春をボランティア活動に情
熱を燃やした大学生約３８００人、利用した人３
６０万人、ワークキャンプに参加した日米の大
学生諸君など能勢のサイトには彼らの情熱の
熱気が漂っているという人もいる。経済至上
の思考から人間中心の社会への変革を問う
ときが来ている。
　さて、長年というかいつの間にか過ぎ去っ
た２４年間在任した日本キャンプ協会の理事
を退任した。酒井会長さんも退任されて、全
員が６５歳以下に生まれ変わった。新しい公益
法人を目指しての展開が始まろうとしてい
る。キャンプを通して人を育てる場の確保が
成功し、キャンプの成果が社会を変える力に
なることを心より期待している。勿論優れた
指導者づくりが根本であるが…

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

・・・１年先を考えるものは種をまく・・・１０年先を考えるものは木を植える・・・

・・・１００年先を考えるものは人を育てる・・・大阪府の青少年対策が行方を決める・・・



ポラリス キャンプへの思いキャンプへの思いポラリス 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…

黒石紗矢香
六甲山YMCA 特定非営利活動法人ナック

森本　崇資

　磯にはいろいろな生き物がすんでいます。磯の岩肌にできるくぼ
みや亀裂、転がっている石、干潮になると外海と切り離されて小さな
海になる潮だまりなど、磯には大小さまざまな地形があり、それぞれ
の環境を巧みに利用しながら生き物たちは暮らしています。
　特に潮だまりは、海辺にすむ生き物たちを観察するのに、うってつ
けの天然の水族館です。ちょっとのぞき込んだだけで素早く岩陰に
隠れてしまう小魚たち。あわてて貝殻の中に体を引っ込めて、水底
へところがり落ちるヤドカリ。褐色の海藻に覆われた水中で、ひとき
わ目立つ派手な衣装でゆっくりと移動するウミウシ。そのまわりで
は、押し黙ったように岩にくっついた貝の仲間や、その姿からはどの
ような種類の生物かもわからないような生き物、動物か植物ともわ
からないものまで、さまざまな生き物たちと出会うことができます。
　まずは磯に出かけて、じっくりと見ることから始めましょう。最初
はどこに生き物がいるか、なかなか見つけることは難しいかもしれ
ません。でも、息を凝らしてじっと見ていると、だんだん生き物が見
えてくるようになります。魚でもエビでも、一つ生き物を見つけるこ
とができれば、その周りにいる生き物を次々と発見できるでしょう。
そして、生き物を見つけたら、名前を調べてみましょう。今では、海

辺の生き物のわかりやすい図鑑もでています。実物と図鑑の写真とを
比べることで、どの生物の仲間か、だいたいわかるようになると思い
ます。
　磯の生き物の中には、サザエやトコブシ（アワビを小型にしたもの）
のような有名なものでなくても、食べられるものもたくさんありま
す。バテイラ（通称シッタカ）は小型の巻貝ですが、塩茹でにして食べ
ます。また、岩に張り付いていて、見るからに食べられそうもないフジ
ツボやカメノテも、ゆでて食べることができます。カメノテは味噌汁に
するとよい出汁が出ておいしいそうです。
　さて磯の観察には、いつがよいでしょうか。潮が大きく動く、つまり
干潮と満潮の潮位の差が大きい大潮と呼ばれる日がベストといえま
す。大潮の日には、普段海面の下となっている場所が引き潮の時には
陸地となって現れ、格好の観察場所となります。ということで、大潮を
中心とした数日間の引き潮の時期が磯の観察に適した時期といって
いいでしょう。
　最後に、観察の際に気をつけておいていただきたいことがありま
す。第一は、海辺を絶対に汚さないということです。足跡以外は残さ
ないこと、というのが自然観察の基本です。また、沿岸には漁業権生
物というものがあります。漁師さんたちがその水揚げを安定させるた
めに養殖していたり、管理していたりする生物たちです。サザエやア
ワビといった貝類、タコ、食用になる海藻などです。これらは、そうそ
う見つかるものでもありません
が、仮に見つけたとしても、採集
しないようにしましょう。
　それでは、安全に気をつけて、
この夏はぜひ磯へ出かけてみて
ください。

大阪YWCA青少年部

　私がキャンプに出会って４年になります。子どもと関わる仕
事につきたいからという思いからＹＭＣＡで大学生ボランティ
アリーダーを経験し、六甲山YMCAのスタッフとなりました。
　ある無人島キャンプで学んだこと。遊び道具も何もない場
所で、海に潜り、釣竿を作ってウニやサザエを取り焼いて食
べ、夜は海岸に寝転がり星空のした気持ちよさそうに寝ている
リーダー。
　今目の前にあるものや、場所を最大限に活用し今を楽しん
でいるその姿を見て自分も何でもやってみることで、何かを見
つけられるのではないかということに気づきました。その後の
私は、自ら取り込む事ができるようになり、キャンプにのめりこ
んでいきました。その中で非日常生活の中で自然と共に過ご
すことの楽しさや、人と関わることで相手のいろんな所を発見
したり自分というものを知ったり、そして思いやる気持ちや挨
拶、感謝することの大切さなど多くの学びを得ました。今では
その経験は私の宝物です。
　「キャンプは人を変える力がある！」そんな魅力あるキャンプ
を六甲山で多くの方に体験していただける活動をしていきた
いと思います。

　勉強一家に育ったはずの僕は、長男の兄とは違い、親の引い
た線路を少しばかし脱線する癖があった。
　ある日、両親は兄と僕の育て方を全く違ったものにしようと
決めたらしい。そこで勉強一辺倒の兄とはことなり、たくさん
の習い事をさせてもらえるようになった。習字・絵画・ピアノ・剣
道などなど。そんなもののひとつに小４の夏の長期キャンプが
あった。長野で集合し、野尻湖を徒歩で１周したり、海を渡って
佐渡島まで行ったり、延べ３週間のキャンプだった。まさかその
時、30歳を越えた自分がキャンプで仕事をするとは思っていな
かったが、思い出してみるとあのときにさまざまな経験をして
いたと感じる。好きな人嫌いな人、どっちもいたし、ご飯の出来
はその時次第。朝食終わりに昼ご飯用に作った３種類のおにぎ
りは、リュックに入れられて、食べる頃には「梅かつおコンブ飯」
になってるし…。それを皆に見られるのが恥ずかしくて、隠れて
食べたり…。今思い起こしてみると、失敗したことをよりよく覚
えている。子供たちが失敗できる場所。それをみんなが見守る
キャンプ。そんな場所をこれからも創っていきたい。

キャンプの魅力
キャンプは人を変える力がある！

僕とキャンプとの出会い
子供たちが失敗できる場所

平井佐津紀

OSAKA CAMPING ASSOCIATION
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　大阪府キャンプ協会調査研究委員会では、キャンプ場の
指定管理者問題について取り組んで参りましたが、平成19
年度は、自然体験活動施設の指定管理の実態について調
査・研究を行いました。調査は全国の公立の自然体験活動
施設518施設に調査用紙を発送して300部の回答を集め、
この度結果がまとまりましたので概要をご報告いたします。
　調査対象の中では約40％の施設を指定管理者が運営し
ており、受託している指定管理団体は約50％が財団法人
でした。つまり、収益を期待して株式会社が多く参入して
いる状況ではない様です。約40％の施設で行政からの運
営交付金が減少し、約40％の施設で利用者が増加してお
り、約80％で利用料金は変わっておらず、約25％で施設の
コンセプトが明確になっています。指定管理団体が運営上
困っているのは「施設の修繕計画」が約63％、人件費抑制
が約40％、ランニングコスト抑制が約36％となっており、
減少する運営交付金の中で「施設の補修をどのように進め
るか」や、人件費を含む「ランニングコスト」をどう切り詰

大阪府キャンプ協会　調査研究部会

「野外活動施設における
　指定管理者制度を問う Part2」

めるかといった問題を抱えている現状が明らかになり
ました。
　それでは指定管理者制度の導入が、キャンプ場でのサー
ビス提供にどのように影響しているのでしょうか。本調査
では25項目のキャンプ場でのサービス提供について質問
を行った結果、指定管理者の導入に合わせてサービスを改
善した項目として「利用者の要望に応じて入浴時間を延長
する」6.5％、「施設のホームページがある」5.2％、電話で
予約すると当日まで打ち合わせに来る必要はない」5.2％
となっており、ほんのわずかであることがわかります。指定
管理団体は、新たに多様なサービスを展開すると言うより
も、これまでの運営のあり方を踏襲していると言うのが現
状のようです。これは現状のデータであり、今後指定管理
団体の更新時期には次の波が訪れるものと思います。指定
管理時代のキャンプ場のあり方については、今後も継続し
て研究を進めていきたいと思います。

新会員名簿 （6月1日現在　敬称略　順不同）

上田　祐貴
上野　真里
小川　涼
倉間　匡宏
斉藤　貴志
崎田　宏勝
佐藤　あゆみ
清水　智美
高橋　由布子
都司　晴海
寺口　真衣
東條　健太郎
葉狩　幸之
松井　勇樹
松崎　貴華子
三島　将志
山下　直人
山本　翔大
山本　莉佐
稲田　美砂
関澤　絵美
田中　瞳
廣瀬　美紀
山本　翔平
愛場　祐希
川端　実奈
中野　由香
畠　綾奈
松丸　沙保里
伊藤　栄里子
永渕　みゆき

小石　隆彦
加藤　正貴
荒井　健太郎
荒川　千佳子
伊井　智亮
池上　寛真
池田　真一
伊東　雄希
上田　英登
岡田　拓也
尾崎　利英
久堀　将誉
黒崎　健太
坂口　愛実
澤田　有里
正瑞　真李菜
須内　友記
瀬戸谷　拓哉
妹尾　昌幸
高尾　敏弘
高橋　沙織
高橋　隆裕
田中　佳佑
田中　慎一
田邊　健悟
田邉　顕二
富山　晃年
中村　直樹
中山　めぐみ
西村　瑛介
福井　梓

福田　剛
本田　則善
山本　香織
山本　楽
安藤　千枝美
橘　美沙子
田村　朱津咲
森脇　愛
長崎　寛大
松尾　康平
良元　剛
冨岡　利恵
松田　未生
森本　美沙
藤本　幸輝
宮内　匠
山畑　貴宏
樋江井　翼
宮下　清美
西村　皓起
生尾　絢香
金田　明日香
田中　佐知子
田宮　旭人
中本　直樹
松下　良広
北島　志津香
黒田　歩
大藤　友子
花見　真未
吉田　泰子

阿部　恭兵
高橋　健太
濱口　佳宏
宮崎　優
上田　静
北村　唯
池　梨沙
坂東　恵
実生　麻里奈
民部　尚美
横野　みゆき
柴山　哲弥
高橋　正樹
殿村　謙太
西海　暢行
大渕　静香
黒木　美佳
安井　直飛
陰山　紗知
鳥居　治美
野網　ゆき
村井　美穂
盛上　理永
當島　琢士
水川　亮
仲山　茂泰
南出　智哉
岡本　静佳
久保田　友子
古藤　絵夢
小村　睦

澤田　幸子
城貝　恵里香
高橋　佳子
中村　綾花
秋田　真澄
小野　優紀
金谷　知美
野間　陽絵
安部　卓海
小田　梨夏子
栗山　翔
中向　勇輝
臼井　真吾
神野　翔平
竹内　俊輔
中道　勇気
奥野　直尭
須田　岳朗
野田　武志
松本　大
吉野　達哉
木村　佳行
山田　怜
奥崎　舞
尾原　久美
福井　健太
吉村　和樹
本島　達朗
芦谷　徹
庵　光
稲垣　将大

衛藤　正則
大久保　純一
大塚　史教
大橋　正典
大家　祥照
奥村　朱美
小田　英加
木村　裕介
戝田　隼土
柴原　慎平
副田　有紀子
高貴　和久
高橋　弦矢
高村　麗
田川　亮太
竹中　裕一
田中　竜太郎
谷川　由美
鳥羽　重輝
中川　圭太
中野　和博
中村　優貴
西口　裕基
西口　祐司
林下　弥史
原　一聖
藤林　宏彰
藤原　宣博
藤原　裕也
帆足　和也
本田　貴弘

本田　喜久
宮城　大希
明神　文訓
村松　衣里奈
森下　功介
森田　瞳
安田　竜司
山下　雅俊
山森　章広
渡邊　竜祐
榎本　千也
佐伯　景子
高田　知世
西野　真衣子
西村　優子
松木　優子
梅田　雄介
株橋　祐子
上堂薗由香里
波部　碧
山本　泰嗣
龍神　篤志
岡本　泰宏
佳山　勝裕
武　康弘
松田　恵梨香
梁本　香薫
山内　麻乃
和田　瑠梨
湊　友佑
藤原　和宏

木村　まゆ
丹羽　亮平
矢頭　真奈美
小田　夕貴
北本　拓也
杉本　瑞穂
玉田　朱史
志田　優子
高見　祐子
星　　博
馬込　俊輔
松本　祐子
水尾　茉利子
高橋　恭子
鈴子　勝也
友成　祐輔
有馬　大貴
松上　真由美
木村　仁美
南谷　裕典
山下　慎太郎
射手矢　真之
岡本　元達
鈴木　啓介
田伏　美和
中村　彩
畑　裕介
原田　泰治
前川　裕子
三隅　隆史
森田　真望

森田　義久
山口　真人
大山　紗也加
重三　将士
今井　達郎
岩澤　岳人
上松　可奈子
久保　香織
結城　真理子
中尾　直子
飯田　亜季
辻本　周子
山本　慎一郎
天野　聡
國吉　啓介
森垣　雅俊
萬代　知子
水野　有希子
北村　直子
田部　祐子
國廣　幸一
園田　美代子

第1回キャンプサロン　報告

大阪体育大学  健康・スポーツマネジメント学科
教授　冨山　浩三（調査研究部会）

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

BOOKBOOKBOOK
研究紀要
「野外活動施設の指定管理者制度を問うPartⅡ」が
発刊されました。500円（実費頒布）
ご希望の方は事務局までご連絡ください。

日時：平成20年6月1日(日）11：30～12：50
場所：大阪府立青少年会館
　　（平成20年度総会に引き続き開催）



（社）日本キャンプ協会

2008年度　キャンプディレクター養成講習会日程（９月以降の予定）

○キャンプディレクター2級養成講習会（プログラムディレクター講習会）

福　島
福　岡
大　阪
山　口
千　葉
愛　知

9月13日～15日
9月20日～22日
10月17日～19日
10月24日～26日
2009年1月10日～12日
2009年2月6日～8日

国立磐梯青少年交流の家
国立夜須高原青少年の家
大阪府立総合青少年野外活動センター
宇部市青年の家
千葉市少年自然の家
愛知県美浜少年自然の家

会場 日程 場所

会場 場所
○キャンプディレクター1級養成講習会

西日本（大阪）
東日本（静岡）

10月9日～13日
11月20日～24日

大阪府立総合青少年野外活動センター
静岡県立朝霧野外活動センター

日程

会場 場所
○キャンプディレクター１級検定会

東日本（東京）
西日本（大阪）

2009年1月17日～18日
2009年1月24日～25日

国立オリンピック記念青少年総合センター
大阪府内（会場未定）

日程

大阪府キャンプ協会

TEL 06-6942-5146（ユースサービス大阪内）

10月11日（土）～12日（日）〈1泊2日〉
府立総合青少年野外活動センター
キャンプを通して社会貢献を考える方
野外活動や自然観察、環境保全に興味のある方
（概ね55歳以上の方）

30名
会員6,000円、一般6,500円
（宿泊費・食事代・保険料含む）
自然の中で遊ぶ楽しさを、若い世代に伝えるために
楽しくアウトドアスキルを学びませんか？
○自然観察指導法　
○アウトドア技術（野外料理・テント設営・カヌー）
○ネーチャークラフト　等

日 程
場 所
対 象

定 員
参加費

内 容

TEL 03-3469-0217

65Vol.

※会場は、日本の希少動植物９２種の生存が確認されている
　大阪府内でも最も自然環境が残る地です。

会場 場所
○キャンプディレクター2級養成講習会（マネージメントディレクター講習会）

福　岡
大　阪
愛　知

9月20日～21日
10月18日～19日
11月29日～30日

国立夜須高原青少年の家
大阪府立総合青少年野外活動センター
熱田神宮文化殿会議室

日程

※福岡・大阪会場はPDコースと並行開催、愛知会場は通い型

受講対象者・受講要件等は日本キャンプ協会へお問い合わせください。

お悔やみ

去る平成２０年５月２９日、かねて病気療養中のところ近江岸建助氏
（神戸YMCA主事・前西宮YMCA保育園長）がご逝去されました。
（享年６０歳）。当協会の発展にご尽力賜ったことに感謝し、ご冥福
をお祈りいたします。

予　告
小学校での長期自然体験活動を支援する

指導者の養成を始めます
（文部科学省「青少年体験活動総合プラン」による指導者養成の委託事業）

日本キャンプ協会では、キャンプディレクター２級養成講習会（ＰＤコー
ス）と連動して、小学校での長期自然体験活動を支援する指導者の養
成を始めます。この指導者は「自然体験活動のための全体指導者」と
して、小学校が実施する１週間の自然体験活動に対して助言を行う指
導者です。

【講習時間】20時間
主な内容…学校教育における体験活動の意義、教育課程と体験活動の 
　　　　　関連性など

詳しくは、ＣＡＭＰＩＮＧ８月号に同封される要項をご覧ください。

【受講対象者】２０歳以上で、活動に協力する意志のある方
【指導者登録】養成講習会修了者は指導者データベースに登録され、教
　　　　　　育委員会や、学校に紹介されます。
【日程・会場】下記のディレクター２級養成講習会と連動して行われます。

期日 会場 参加費
福島県
福岡県
大阪府

6,000円
6,000円
10,000円

9月13日～15日
9月20日～22日
１０月17日～19日

国立磐梯青少年交流の家
国立夜須高原青少年自然の家
大阪府立総合青少年野外活動センター

都道府県

10月山口、11月静岡、21年1月千葉、2月愛知でも予定されています

日本キャンプ協会では７年前から７月の第３日曜日を「キャンプ安
全の日」とし、安全で楽しいキャンプの普及を図っています。平成
20年度のキャンプ安全の日は７月20日（日）です。また、キャンプ
の安全について考えるきっかけ作りの期間として、毎年7月1日～
8月31日はキャンプ安全キャンペーン期間とします。

キャンプ安全の日
7月20日（日）
キャンプ安全キャンペーン期間
7月1日～8月31日

Camping
Safety
2008

「キャンプには　持って行かない　慣れ・油断」
（小椋　正人さん・東京都）

安全なキャンプのための標語2008最優秀
作品賞

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

“素敵世代”野外学校～シニア世代のためのアウトドアカレッジ～



大阪府キャンプ協会　理事／大阪YWCA　総幹事　谷川いづみ

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

編 集 後 記

キャンプ活動を提供する側の環境が

変化している。でも参加する人達に

は、いつもと変わらない、良い体験

の場を。

（武村）

Vol.

「問題と向き合うチカラ」を養うキャンプ活動
　子どもたちの「生きる力を育んでいくこと」が大切
といわれて久しいが、「生きる力を育む」とわざわざ言
わなければならないところに、今の子どもたちを取り
巻く状況の大変さがあるように思う。
　先日、ある研修会で、中国残留邦人※1一世Ｋさんの
お話を聞く機会があった。その彼女は70歳代である
が、現在大阪ＹＷＣＡの実施している近畿中国帰国
者支援・交流センターの日本語クラスで勉強してお
られる。今では流暢な日本語を話されるが、25年前
に50才近くで帰国した当初は、日本語が全くわから
ず、大変なご苦労をされたとのことだ。大阪ＹＷＣＡ
のクラスには3年前の2005年秋から通ってこられて
いるが、殆ど休むことなく大変熱心な学生さんであ
る。「今の生活で、一番幸せを感じるのはどんな時で
すか。」という質問に、すかさず、「こうやって学校に来
て日本語の勉強ができることです。実は、私は、中国
にいる間、一度も学校という所に行ったことがなかっ
たのです。だから今こうして勉強できるのは夢のよう
です。漢字が読めて書けるようにもなりました。」そう
いってＫさんはしばらく絶句された。こみ上げてくる
感情と闘っておられるようであった。
　今の日本には、小学校・中学校に行かない、行けな
い不登校の子どもたちが12万人以上いるそうであ
る。そしてまた、他者や社会との関係を拒否して生き
るいわゆるひきこもりといわれる人たちが、なんと
160万人以上もいるそうである。不登校やひきこもり
になったきっかけは、様々な要因があるようだが、効
果的な対処法や解決策も今のところ様々で、はっき
りとは示されていない。
　専門家でもない私が、今の状況に対して漠然と感
じていることは、日本人の閾値(いきち)※2が低くなっ
ているということである。人は何か大変なことを克服
したり、やり遂げたりという経験をすることで、それ
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広報部会（府立青少年会館）
キャンプ指導者講習会・理論
（府立青少年会館）
キャンプ指導者講習会・実習
（六甲山YMCA）
常任理事会（府立青少年会館）
日本キャンプ協会 総会・日本キャンプ会議
（東京・オリンピック記念センター）
日本キャンプ協会全国事務局担当者会
（東京・オリンピック記念センター）
総会・キャンプサロン（府立青少年会館）
近畿ブロック会議（神戸市青少年会館）
専門委員会（府立青少年会館）
第2回キャンプサロン（府立青少年会館）

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。

が自分の自信になったり、生きていく上での指針に
なったりするのだと思う。先ほどのＫさんのような過
酷な体験ではないが、私の子どもの頃は、まだまだ日
本全体が貧しく、日々生活していけることや、学校に
行けることは、ありがたいことであった。今は生活が
豊かになり、家で何不自由なく、与えられ、守られ、そ
の上自分の思い通りの生活ができるようになってい
る。そうすると、学校や社会に出たときに落差が大き
く、少しの問題や困難であっても、向き合うことがで
きず、逃げ出さざるをえなくなってしまっているよう
に思われる。
　生きる力というのは、ある種の欠乏の中に身を置い
たとき、その欠乏の状態を人のせいにせず、自分で、
あるいは他者と協力して一緒に問題解決をはかって
いく態度であると思う。欠乏を恐れていては、生きて
いくことはできない。
　キャンプや野外活動に参加することは、普段の快
適な生活からあえて不便を体験するいわば欠乏を体
験することでもあると思う。そしてそれを一人ではな
く、多くの人と力を合わせ、足りないことを楽しさへと
転換していく作業でもあると思う。
　閾値を上げることのできる機会は、人生の中に実
はそれほど多くはない。知らずに通り過ぎてしまって
いることもあるかもしれない。それが、キャンプに参
加し、共に作り上げていく過程でもし体験できるとす
れば、こんな素晴らしいことはないと思う。　

■４月15日（火）
■４月26日（土）

■５月3～5日（祝）

■５月19日（月）
■５月24日（土）

■５月25日（日）

■６月 １日（日）
■６月28日（土）
■7月  9日（水）
■7月14日（月）

1945年（昭和20年）当時、中国の東北地方（旧満州地区）
には、開拓団など多くの日本人が居住していたが、同年8月
9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避
難中の飢餓疾病等により多くの人が犠牲になった。このよ
うな中、肉親と離別して孤児となり、養父母に育てられた
り、やむなく中国に残ることになった人たちのこと。

生体に反応を引き起こさせるのに必要な最小の刺激の強さ
の値。

※1

※2


