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星の降る夜、
キャンプで、小さなかがり火を囲ん
真夜中の自然では、
日常では見えない
「幸せ」が
だ。暖かく楽しい火だった。その時、確かに自分は
よく見える。もともと人間の生活は、
アウトドアー
わくわくするような
「幸せ」
を感じていた。
自然と仲
ライフであった。
日常の創意と工夫、協働して支え
間とかがり火と、自分の幸福のためには周囲のつ
あい、
くり返し積み重ねながら、現代に至る文化・
ながり・関係が必要だとしみじみと思った。以来
文明を築いてきた。そのプロセスを、キャンプの
40数年、いまも折々に「火」を囲んでいる。なぜこ
ワークの中で、瞬時に感じることがある。歴史の推
こまで続いているのだろうか？それは、
キャンプは
移の、大きな流れの、一部分としての自分の「いの
常に、学びの契機になっているからだと思う。
ち」があるように思える。自分に連なるあらゆるも
人は「自分ひとり」だけでは生きてはいけない。 のを肯定できる、
そして
「感謝」
につながる。
みんなつながっている。祖先とつながらなければ、
人間は分離し、
独立して、
自分の幸福を求めて生
生まれることもない。宇宙・地球と星と、
自然・海と
きるより、人と人がつながり、協働し、他者の笑顔・
山と、雨や風と脈々とつながっているから、歴史や
皆の幸福を望む生き方が、歴史の使命であること
文化の推移を認識し、環境から学ぶことができる。 を
「キャンプ」は教えてくれた。感謝している。
この
自分は独立した
「個」
であるとともに、相互依存的
喜びと幸せを、子どもたちに伝えることができれば
に、
あらゆる時空との関係の中で
「存在」
している。 と願っている。
キャンプは、人・自然・文化の一体的体験、
「すべ
あのかがり火はもう消えてしまった。
ただそっと
てつながっている」実感がある。言葉だけでなく、 息をふきかけると、再び燃えあがる。時と場に相応
直接体験の中で、師・仲間との出会い、自然を知
しく、丹念に誠実に、キャンプを楽しみながら生き
り、新たな自分を発見する。摂理の体験は時には、 てゆきたいものだと考えている。
人智を超えた声さえ聴くことがある。適切な「不
便・不自由・不快」
の体験は、協働が育つ。
自分ひと
PS：堺市では、1959年に、泉ヶ丘青少年野外活動
りの限界を認めれば、他者の力を借りるほかない
センターを和田地区に開設。1965年に美木多地
ことの大切さに気づく。
キャンプ生活のいたるとこ
区に移転。泉北ニュータウンの造成で1971年に
ろに達人・名人が溢れている。自分も現実を克服
閉館した。(一時中舌鳥地区に移転)。1973年に、
して「一人前のキャンパー」を目指そうと考える。 堺市子ども会育成協議会主催で、泉が丘子ども
なによりも、何でもマニュアルを前提にして、頼る
キャンプ村が３年間開設された。
ついに、1978年
のではなく、不確定な未来の、どうしようもない
に、堺市鉢ヶ峯青少年キャンプ場が開設され、
その
「理不尽」
にさえチャレンジしようと思う。
「誰もい
運営は堺市青少年活動振興協会に委託された。
ないひとりぼっち」
ではない
「つながりを受容しな （2005年施設は廃止され、現在、堺市に公的な
がらひとりでいること」
は苦痛でも孤独でもない。
キャンプ場はない。）
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素敵世代野外学校スタート!
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平成20年10月11日、12日の1泊2日で、大阪府立総合青少年野外活動センターにて
素敵世代野外学校が開催されました。
この素敵世代野外学校とは、一般的に言う
「シニ
アキャンプ」のことです。学校という設定なので、校長先生もちゃんといます。校長先生
は、高齢者キャンプなど経験豊富な石田易司先生（当協会副会長）
にお願いしました。
ま
た、特別講師として松井鴻先生（草木あそび塾）
をお招きし、第１回の素敵世代野外学校
がスタートしました。
キャンプ当日は、すばらしい秋晴れの中…といきたかったのですが、風が強く肌寒い
どんぐりを使ったかわいいクラフト

中でのキャンプとなりました。
しかし、
さすがアクティブシニア！環境の変化には見事に
対応し、いろいろなことに積極的にチャレンジされました。

初日のプログラムは、
アイスブレイクから始まり、
テント設営。選択プログラムとして、
カヌーと自然散策＆スケッチでしたが、散
策＆スケッチ組も結局一緒にカヌーに乗りました。その後は、秋の味覚とダッヂオーブンでの豪快な鳥の丸焼きを楽しむ野外料
理、火を囲んでの集いとなりました。
もちろん、全てのプログラムを楽しくこなされたのですが、
ここからが大人のキャンプ、素敵
世代のキャンプです。一日の疲れを癒し、そして冷えた身体を温めてくれるのがアル
コールです。
ちびりちびり飲みながら、趣味の話、旅行の話、
自慢話、人生観…本当に
いろいろな話をしているうちに夜が更けていきました。
２日目は松井先生のご指導のもと、ネイチャークラフトを体験しました。皆さん童心
に返られたように瞳を輝かせ、
とても真剣に作品を作っておられたのが印象的でし
た。閉校式では、石田校長のウクレレに合わせて歌を歌い、記念撮影も行いました。そ
して、本当にすばらしい笑顔で帰って行かれました。
今回は私のゼミ学生もスタッフとして関わらせていただきました。
アイスブレイク
を考えたり、当日の運営補助をさせていただいたり、そして、人生経験豊富な参加者

といろいろな話ができたりと、本当に学びの多いキャンプとなりました。私たち

事務局日誌
■10月9日（木）
〜13日（月）
■10月15日（水）

のような若輩者からすれば、今回の参加者の皆さんは何もかもが本当に素敵
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）

でした。
また、参加者の皆さんもエネルギッシュな大学生と１泊２日を共に過ご
し、
若者も素敵だなぁと思っていただけたのではないでしょうか。

広報部会（府立青少年会館）

■10月17日（金）
〜19日（日）

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）

■10月18日（土）
〜19日（日）

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）

■10月22日（水）

部会長会議・専門委員会（府立青少年会館）

■10月27日（月）

常任理事会（府立青少年会館）

■10月27日（月）
キャンプアカデミー・第3回キャンプサロン
11月17日（月）
（府立青少年会館）
12月 ８日（月）
（全3回）
■11月1日（土）
〜3日（月）

みんなで「うたごえタイム」

第18回全国キャンプ大会INながさき
（国立諫早青少年自然の家）

自然の中でゆったりとした時間を共有しての世代間交流は、
とても素敵なこ
とだと改めて感じました。
大阪国際大学 人間科学部スポーツ行動学科講師 横山

誠

（専門委員）

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。

全員集合！!いつまでもいきいきと！!
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第3回「発達障がい児と共に

大阪府キャンプ協会 第３回キャンプサロン

■「発達障がい児とキャンプ」

発達障がいについて考える
〜キャンプでの対象理解を深めるために〜
日本キャンプ協会は、キャンプに関連のある新しい取組みを学ぶためにキャンプアカデミー事業を行っていますが、
今回発達障がいについて理解するために、
３回シリーズで、大阪府キャンプ協会のキャンプサロンと共同開催しました。
第１回は児童精神科医の郭麗月氏（桃山学院大学教授・日本キャンプ協会理事）に、第２回は石田易司氏（桃山学院大学
教授・同キャンプ協会常務理事）に、第３回はキャンプの活動団体関係者による事例報告を、神崎清一氏（京都YMCA
総主事・同キャンプ協会常務理事）の司会で行い、その模様を以下にまとめました。
※各回いずれも午後７時から９時まで、大阪府立青少年会館にて。

第１回「発達障がいとは

〜その種類や特徴〜 」

参加者56名
10月27日 講師：郭 麗月氏

クリニックを開業する郭麗月さんは、業界でも少ない児童を専門とする精神科医で、その豊富な臨
床体験から、たくさんの事例をあげ、
「発達障がい」をわかりやすくお話しいただきました。
まず制度としては、文部科学省は2004年、知的に障がいのある人たちの特別教育支援を明確にし
ました。自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障が
いなどこれに類する脳障がいで、症状が低年齢で現れる障がい者に対する支援、つまり発達障がい者
支援法の施行です。
「広汎性発達障がい」は、私どもにはこれまで馴染みのうすい名称ですが、次の３つの条件を広く包括した障がいの概念で
す。①人間関係における障がい、②言葉または言葉によらないコミュニケーションの障がい、③想像的活動の障がいなど。分
類としては自閉症、アスペルガー障がい、
レット症候群、崩壊性障がい、非定型自閉症（軽度の知的障がい）が含まれます。
また知的に遅れがない高機能広汎性発達障がいについても、他者の思考や感情・場の雰囲気が読み取れないなどの問題点
を指摘。その他、注意欠陥・多動性障がい（AD・HD）や、
トム・クルーズもそうだ、という読字障がい（ディクレシア）＝LD（学習
障がい）の一種についても言及中で。AD・HDの人たちが二次的に派生する自尊感情の喪失にもふれ、
「君はそこにいてもい
いのだ」というメッセージをきちんと伝えることが大切と郭さんは説きました。

第2回「発達障がい児の理解

〜キャンプでどう受容れるか〜」

〜キャンプ活動での事例から〜」12月8日 進行：神崎 清一氏

参加者58名

参加者52名

講師：NPO法人キャンピズ 石田 易司氏

まず、キャンピズの成り立ちを話された後、昨年行った、発達障がい児のキャンプ・認知症高齢者キャンプ・精神障がい者の
キャンプなど、それぞれの特徴・内容をお話されました。特に組織として成りたっているのは、活動を支援している約150名の
ボランティアの力が大きいと言われていました。
その後、具体的な障がい児のキャンプについて、話が進みました。
幾つかの目的設定の中で留意されているのは、
【日常生活を豊かに】行動が理解されず、しかられている子が多いので、生
活自体をゆっくり過ごし楽しむ。
【ソーシャルスキルを学ぶ】人との付き合いや、相手の意思が理解しにくいので、どうすれば
うまく付き合えるか、1年〜2年位のサイクルで学んでいく。
【自尊感情をはぐくむ】いじめられっ子や不登校の子が多く、様々
な面で「ダメだ。」と言われているので、自分が必要とされている場面を多くつくり、失敗を恐れないようになる。…等の項目
です。
また、組織運営の中では、臨床心理士や専門医などがスーパーバイザーで関わっていること。キャンプ参加前に調査表や面
談、家庭訪問など、個人に合ったアセスメントができるか。障がい者のキャンプは、人手が必要なので、ボランティアという人
材の大切さなど話されました。
最後に、問題解決の方法としては、
「この子にはコレ！」というものは無い。試行錯誤の連続だが、組織として手段をたくさ
ん持っている。
「お互いが信頼を持つことが大切である。」と言われました。

■「できた！わかった！を感じるために…〜奈良YMCAらぽーるの取組み〜」
講師：奈良YMCA 金山 好美氏
「らぽーる」では、発達面での偏りや軽度の発達障がいの子ども達のために、バランスのとれた、発
達をサポートすることを目的としています。月1回のデイキャンプや、夏・冬に行う1泊2日のキャンプ
を行っています。
このプログラムを進めて行くために留意されている点が幾つかあります。
【子どもの目線に立って
本人が納得でき、わかる指示を出す。そして順序だてて説明する。】本人にとって、見通しを持たせる
ことが大切であり、聴覚的指示以外にもスケジュール表やしおり、写真や絵も有効に使う必要があ
る。
【人との関係を具体的な行動で教える。】
「話を聞く」行動であったり、皆で活動することの楽しさ
であったり。行動の原因を考えながら良い行動へ変更でしていく。
【習慣性をつけていくシステムを
作る。】最後までできた達成感や、できたことを誉めることで、自尊心を養える。肯定的な言い方「○○をしよう。」と枠を示す
ことで、本人も行動しやすくなる。
キャンプ中も子ども達を「見る」のではなく「観る」ことで、安心して取り組めるように考えておられます。
最後に、指導者がプログラムに関わることの《正の強化》とは、子どもとの関わりであり、子どもの笑顔であること。
その背景には、●「今を認める」からプログラムを作る。不器用でも行動を、個人を認めてあげられること。●プログラムに
「芯」を通すこと。リーダーと一緒に考え、課題を共通理解すること。●リーダーが、工夫する事の楽しさを感じ取ること。自分
達の失敗を恐れないこと。…とまとめ、話を終わられました。

11月17日 講師：石田 易司氏
冒頭、
「キャンプの話をするのが一番ワクワクしますね」の発言から始まり、講師の自己紹介、障が
い児に対する学校園での取組みについての統計、初めて自閉症児を迎えて実施したキャンプでの出
来事、組織キャンプの歴史など、講師が今までに体験してきた具体例を中心にお話しいただきました。
発達障がい児を含め、なんらかのハンディキャップのあるこどもがキャンプに参加するには、
「個別支援：障がいは多種多様。一人ひとりにどう対応するかが大事。」
「ストレングス視点：できない
ことを克服させるのではなく、できることをいかに伸ばすかがポイント」
「支援者は障がいについて
素人でもＯＫ：みんな手探りでキャンプに取り組んでいる。」といった点を何度も強調されていました。
歴史的にみると、福祉の考え方もそれまでの「対象者に限定された福祉」から「障がいのあるなしに関わらず共同参画型福祉」
へ、
「問題を解決する」手法から「できることを強化する」手法へと変化してきており、そのような背景のもと、長年キャンプを通
じて、障がい者を支援してきた石田氏の取り組みの一部（初めての自閉症児キャンプでの出来事）を紹介していただきました。
要約すると、
「４泊５日ほとんど一睡もせず、一食も食べず、お茶だけで過ごし、目を離すとすぐその場を離れ、かみつきや自
傷も見られた自閉症児のある参加者が、担当したリーダーの熱心な関わりをつうじて、次第にコミュニケーションがとれるよ
うになり、食事時にお茶を入れる役割ができるようになるなどの変化が見られた。解散時にはお母さんを見てもキャンプのメ
ンバーのもとから離れなかった」というお話でした。
この例からもわかるように、キャンプには日常生活とはまた違った側面があり、
「比較的容易に条件設定がしやすい」
「いい
ところを見つけほめる機会が豊富」
「不便・困難・葛藤などを乗り越えることで得られるおもしろさ」といったその有効性を念
頭に、メンバー一人ひとりを支援者が受け入れ、組織キャンプを運営すれば、障がい児の変化や成長につながるチャンスは増
えていく、とお話しいただきました。

■「自信がもてた！重度発達障がい児の母親の目線」
講師：NPO法人チャイルズ 伊藤 弥生子氏
今年度の夏に、小学3年生のお子様が、キャンピズが主催する「つがるキャンプ」に参加されました。
初めは、家でキャンプをしたことが無い、まして一人でキャンプに参加させる事は「とんでもない。」
と思っていたこと。親の勉強会で「親離れ・子離れが必要だ。」と言われたが、本人が起こすパニックな
ど心配事が多く、判っていても、ご自身が拒否していたこと。しかし、ボランティア講座で石田氏より
「つるがキャンプ」の話を聞き、キャンプのイメージはわかないが、事前の記入書類も対応もしっかり
していたので、参加させよう思ったことなど、参加までの経緯を話されました。参加させている間は、
心配で携帯の前でずっと待っていたが、初日の夜に「花火するから。」と一言かかってきたコレ一回の
みだったそうです。
キャンプに参加した後は、活動中の写真をプリントして、キャンプのアルバムを一緒に作ったとこ
ろ、写真を見ながら、カウンセラーの名前や、キャンプでのいろいろな話を説明してくれたそうです。また、日常生活において
も、本人は自信を持ったようで、何でも一人でやりたがるようになり、自分自身も「知らない人の中でもちゃんとできた。」と子
どもの見方も変わり、
「もしかしたらできる。」と信頼感を持つようになり、前向きに考えられるようになった事を重度発達障
がい児の母親の目線でお話いただきました。
【第1回】
（社福）朝日新聞厚生文化事業団
【第2回】
（財）大阪市青少年活動協会

中村 茂高
（調査研究部会）

鈴木 忠範
（調査研究部会）

【第3回】大阪府立総合青少年野外活動センター武村 尚史
（広報部会）
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２００８ 社団法人日本キャンプ協会 キャンプアカデミー

第3回「発達障がい児と共に

大阪府キャンプ協会 第３回キャンプサロン

■「発達障がい児とキャンプ」

発達障がいについて考える
〜キャンプでの対象理解を深めるために〜
日本キャンプ協会は、キャンプに関連のある新しい取組みを学ぶためにキャンプアカデミー事業を行っていますが、
今回発達障がいについて理解するために、
３回シリーズで、大阪府キャンプ協会のキャンプサロンと共同開催しました。
第１回は児童精神科医の郭麗月氏（桃山学院大学教授・日本キャンプ協会理事）に、第２回は石田易司氏（桃山学院大学
教授・同キャンプ協会常務理事）に、第３回はキャンプの活動団体関係者による事例報告を、神崎清一氏（京都YMCA
総主事・同キャンプ協会常務理事）の司会で行い、その模様を以下にまとめました。
※各回いずれも午後７時から９時まで、大阪府立青少年会館にて。

第１回「発達障がいとは

〜その種類や特徴〜 」

参加者56名
10月27日 講師：郭 麗月氏

クリニックを開業する郭麗月さんは、業界でも少ない児童を専門とする精神科医で、その豊富な臨
床体験から、たくさんの事例をあげ、
「発達障がい」をわかりやすくお話しいただきました。
まず制度としては、文部科学省は2004年、知的に障がいのある人たちの特別教育支援を明確にし
ました。自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障が
いなどこれに類する脳障がいで、症状が低年齢で現れる障がい者に対する支援、つまり発達障がい者
支援法の施行です。
「広汎性発達障がい」は、私どもにはこれまで馴染みのうすい名称ですが、次の３つの条件を広く包括した障がいの概念で
す。①人間関係における障がい、②言葉または言葉によらないコミュニケーションの障がい、③想像的活動の障がいなど。分
類としては自閉症、アスペルガー障がい、
レット症候群、崩壊性障がい、非定型自閉症（軽度の知的障がい）が含まれます。
また知的に遅れがない高機能広汎性発達障がいについても、他者の思考や感情・場の雰囲気が読み取れないなどの問題点
を指摘。その他、注意欠陥・多動性障がい（AD・HD）や、
トム・クルーズもそうだ、という読字障がい（ディクレシア）＝LD（学習
障がい）の一種についても言及中で。AD・HDの人たちが二次的に派生する自尊感情の喪失にもふれ、
「君はそこにいてもい
いのだ」というメッセージをきちんと伝えることが大切と郭さんは説きました。

第2回「発達障がい児の理解

〜キャンプでどう受容れるか〜」

〜キャンプ活動での事例から〜」12月8日 進行：神崎 清一氏

参加者58名

参加者52名

講師：NPO法人キャンピズ 石田 易司氏

まず、キャンピズの成り立ちを話された後、昨年行った、発達障がい児のキャンプ・認知症高齢者キャンプ・精神障がい者の
キャンプなど、それぞれの特徴・内容をお話されました。特に組織として成りたっているのは、活動を支援している約150名の
ボランティアの力が大きいと言われていました。
その後、具体的な障がい児のキャンプについて、話が進みました。
幾つかの目的設定の中で留意されているのは、
【日常生活を豊かに】行動が理解されず、しかられている子が多いので、生
活自体をゆっくり過ごし楽しむ。
【ソーシャルスキルを学ぶ】人との付き合いや、相手の意思が理解しにくいので、どうすれば
うまく付き合えるか、1年〜2年位のサイクルで学んでいく。
【自尊感情をはぐくむ】いじめられっ子や不登校の子が多く、様々
な面で「ダメだ。」と言われているので、自分が必要とされている場面を多くつくり、失敗を恐れないようになる。…等の項目
です。
また、組織運営の中では、臨床心理士や専門医などがスーパーバイザーで関わっていること。キャンプ参加前に調査表や面
談、家庭訪問など、個人に合ったアセスメントができるか。障がい者のキャンプは、人手が必要なので、ボランティアという人
材の大切さなど話されました。
最後に、問題解決の方法としては、
「この子にはコレ！」というものは無い。試行錯誤の連続だが、組織として手段をたくさ
ん持っている。
「お互いが信頼を持つことが大切である。」と言われました。

■「できた！わかった！を感じるために…〜奈良YMCAらぽーるの取組み〜」
講師：奈良YMCA 金山 好美氏
「らぽーる」では、発達面での偏りや軽度の発達障がいの子ども達のために、バランスのとれた、発
達をサポートすることを目的としています。月1回のデイキャンプや、夏・冬に行う1泊2日のキャンプ
を行っています。
このプログラムを進めて行くために留意されている点が幾つかあります。
【子どもの目線に立って
本人が納得でき、わかる指示を出す。そして順序だてて説明する。】本人にとって、見通しを持たせる
ことが大切であり、聴覚的指示以外にもスケジュール表やしおり、写真や絵も有効に使う必要があ
る。
【人との関係を具体的な行動で教える。】
「話を聞く」行動であったり、皆で活動することの楽しさ
であったり。行動の原因を考えながら良い行動へ変更でしていく。
【習慣性をつけていくシステムを
作る。】最後までできた達成感や、できたことを誉めることで、自尊心を養える。肯定的な言い方「○○をしよう。」と枠を示す
ことで、本人も行動しやすくなる。
キャンプ中も子ども達を「見る」のではなく「観る」ことで、安心して取り組めるように考えておられます。
最後に、指導者がプログラムに関わることの《正の強化》とは、子どもとの関わりであり、子どもの笑顔であること。
その背景には、●「今を認める」からプログラムを作る。不器用でも行動を、個人を認めてあげられること。●プログラムに
「芯」を通すこと。リーダーと一緒に考え、課題を共通理解すること。●リーダーが、工夫する事の楽しさを感じ取ること。自分
達の失敗を恐れないこと。…とまとめ、話を終わられました。

11月17日 講師：石田 易司氏
冒頭、
「キャンプの話をするのが一番ワクワクしますね」の発言から始まり、講師の自己紹介、障が
い児に対する学校園での取組みについての統計、初めて自閉症児を迎えて実施したキャンプでの出
来事、組織キャンプの歴史など、講師が今までに体験してきた具体例を中心にお話しいただきました。
発達障がい児を含め、なんらかのハンディキャップのあるこどもがキャンプに参加するには、
「個別支援：障がいは多種多様。一人ひとりにどう対応するかが大事。」
「ストレングス視点：できない
ことを克服させるのではなく、できることをいかに伸ばすかがポイント」
「支援者は障がいについて
素人でもＯＫ：みんな手探りでキャンプに取り組んでいる。」といった点を何度も強調されていました。
歴史的にみると、福祉の考え方もそれまでの「対象者に限定された福祉」から「障がいのあるなしに関わらず共同参画型福祉」
へ、
「問題を解決する」手法から「できることを強化する」手法へと変化してきており、そのような背景のもと、長年キャンプを通
じて、障がい者を支援してきた石田氏の取り組みの一部（初めての自閉症児キャンプでの出来事）を紹介していただきました。
要約すると、
「４泊５日ほとんど一睡もせず、一食も食べず、お茶だけで過ごし、目を離すとすぐその場を離れ、かみつきや自
傷も見られた自閉症児のある参加者が、担当したリーダーの熱心な関わりをつうじて、次第にコミュニケーションがとれるよ
うになり、食事時にお茶を入れる役割ができるようになるなどの変化が見られた。解散時にはお母さんを見てもキャンプのメ
ンバーのもとから離れなかった」というお話でした。
この例からもわかるように、キャンプには日常生活とはまた違った側面があり、
「比較的容易に条件設定がしやすい」
「いい
ところを見つけほめる機会が豊富」
「不便・困難・葛藤などを乗り越えることで得られるおもしろさ」といったその有効性を念
頭に、メンバー一人ひとりを支援者が受け入れ、組織キャンプを運営すれば、障がい児の変化や成長につながるチャンスは増
えていく、とお話しいただきました。

■「自信がもてた！重度発達障がい児の母親の目線」
講師：NPO法人チャイルズ 伊藤 弥生子氏
今年度の夏に、小学3年生のお子様が、キャンピズが主催する「つがるキャンプ」に参加されました。
初めは、家でキャンプをしたことが無い、まして一人でキャンプに参加させる事は「とんでもない。」
と思っていたこと。親の勉強会で「親離れ・子離れが必要だ。」と言われたが、本人が起こすパニックな
ど心配事が多く、判っていても、ご自身が拒否していたこと。しかし、ボランティア講座で石田氏より
「つるがキャンプ」の話を聞き、キャンプのイメージはわかないが、事前の記入書類も対応もしっかり
していたので、参加させよう思ったことなど、参加までの経緯を話されました。参加させている間は、
心配で携帯の前でずっと待っていたが、初日の夜に「花火するから。」と一言かかってきたコレ一回の
みだったそうです。
キャンプに参加した後は、活動中の写真をプリントして、キャンプのアルバムを一緒に作ったとこ
ろ、写真を見ながら、カウンセラーの名前や、キャンプでのいろいろな話を説明してくれたそうです。また、日常生活において
も、本人は自信を持ったようで、何でも一人でやりたがるようになり、自分自身も「知らない人の中でもちゃんとできた。」と子
どもの見方も変わり、
「もしかしたらできる。」と信頼感を持つようになり、前向きに考えられるようになった事を重度発達障
がい児の母親の目線でお話いただきました。
【第1回】
（社福）朝日新聞厚生文化事業団
【第2回】
（財）大阪市青少年活動協会

中村 茂高
（調査研究部会）

鈴木 忠範
（調査研究部会）

【第3回】大阪府立総合青少年野外活動センター武村 尚史
（広報部会）
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第18回 全国キャンプ大会 in ながさき 2008

〜᧪ߡ㧋ߡ㧋ᗵ㧋ࠃ߆ߣߎࠈ〜
今年度の全国キャンプ大
会 は 、長 崎 県 諫 早（ いさ は
や）の地で、11月1日（土）〜
3日（月）の三日間にわたり、
全国のキャンプ関係者、指導
者、愛好者など約200名の参
加を得て開催されました。
町並み
趣のある島原の
国立諫早青少年自然の家
をメイン会場に、島原散策、雲仙登山、長崎市内散策、ハウステ
ンボス訪問、そして自然の家での「全国あそび広場」と、長崎
県内の歴史・伝統・芸術文化などを広く体験・体感できるフリー
チョイスプログラムが用意され、全国からの参加者は、様々な
活動を通して長崎の土地・自然・人との交流を深めました。
初日の基調講演では、長崎県在住のフリーカメラマンで「生
物生態写真家」として活躍される栗林 慧氏による「小さな
命を撮る」と題した講演があり、昆虫を中心とした小動物から
植物に至る「小さな命の不思議さ、神秘さ」を撮影した写真・
映像が紹介され、日頃のキャンプで目にする「自然」とは違っ
た視点の「小さな命」に参加者の多くは驚きと感動を感じた
のではないでしょうか。
なお、今回の全国大会での開会式においても、キャンプの
普及に尽力された17名・１団体に CAMPING AWARD
2008 が贈呈されました。大阪からは、大阪府キャンプ協会の
推薦を受けた「CAMP NOSE カウンセラー育成の取組
み」が受賞されました（別記参照）。
また、酒井哲雄日本キャンプ協会名誉会長が、国際キャンプ

連盟より2008年度のアボット・フェン・ドゥルズーバ賞を受賞さ
れ、今回の全国大会でそのご披露もされました。
次年度の第19回全国大会は、高知県での開催が予定されて
います。
（事務局 今井 正裕）

%#/2015'ࠞ࠙ࡦ⢒ᚑߩข⚵ߺ
CAMPING AWARD 2008 を受賞！
！
受賞には、
「CAMP NOSE」を代表し
て 、設 立 構 想 当 時から関りの 深 い 吉 水 泰
彦氏（大阪府キャンプ協会会長）が出席さ
れました。
【受賞理由】昭和42（1967）年、大阪府総
合青少年野外活動センター（CAMP NOSE）が開設され、
ここで 始 められたキャンプカウンセラー の 導 入による、小グ
ループ活動の推進は全国の青少年野外活動施設運営のモデル
となった。大学生を対象としたカウンセラーの理論研修や技術
の習得などは、大学四年間の継続的な活動として位置付けら
れ、研修と実践を積み重ねる方法を採用し開設以来40年間で
4千人を超える人材を育ててきた。

̌ࠕࡏ࠶࠻ࡈࠚࡦ࠼࠘࡞࠭ࡃ⾨̍ࠍฃ⾨㧋
10月4日（土）〜7日（火）、カナダ・ケベッ
クシティで第8回国際キャンプ会議が行わ
れました。その中で、日本キャンプ協会名
誉会長酒井哲雄氏のアボット・フェン・ドゥ
ルズーバ賞の表彰式も行われ、長年にわ
たるキャンプを通じた国際交流への貢献
が認められ受賞されました。

・
・
・当会初代会長・日本キャンプ協会前会長酒井哲雄先生・
・キャンピングアワード受賞・ICF貢献賞も・
・
・
（財）
大阪府地域福祉推進財団

・
・
・半世紀に亘り4,000人の学生ボランティア養成の貢献でCAMPING AWARDが能勢に・
・

子どもと自然観察研究会会長

参加者の声 この養成講習会はキャンプ技術やキャンプ実施・事業企画などの運営ノウハウを学ぶというよりは、基本的
なプログラムの考え方やキャンプの果たすべき使命、役割などについて広く学べ、自分自身のキャンプ理念を作り上げるきっかけ
となりました。
３日間の内容としては「人間関係作り」、
「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−」、
「安全管理について」、
「プログラムの企画と立案」、
「プログラムのプレゼンテー
ション」、
「研究協議」などの実習と講義でした。今回参加して、講習参加者の背景や考え方、活動
歴に触れ、刺激しあうことができました。インストラクターとディレクターの違いを理解する必要
性を感じたこと等、ここで気付いた事、学んだ事を大切にし、自分のこれからに反映させ、身につ
けている技術を地域での活動に還元しながら、指導者としてネットワーク作りを実践したいと考
みんなで協
力してのプ
ログラム作
り
えています。
大阪ＹＷＣＡ青少年部 リーダー蒲田 恭久
OSAKA CAMPING ASSOCIATION

恵司（専門委員長）

ファイアーサイドのおしゃべり

㊁ߩ⨲ߪ
⟤ߛߌߓ߾ߥ
秋というのに暖かい日が続いた中、10月17日（金）〜19日（日）の2泊3日で「自然体験活動指導者養成講習会」が、大阪府立
総合青少年野外活動センターにて行われました。
文部科学省が、
「小学校長期自然体験活動支援プロジェクト」をスターとさせました。日本キャンプ協会では委託を受け、
「長
期自然体験活動」を支援する指導者の養成を始めました。キャンプ協会が最も大切にしている、
「キャンパーズ・ファースト」の理
念を大切にした自然体験活動方法を学び「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」に対し助言を行う指導者になるための講習会です。今年度は、今回の大阪を含め全国7会場で養成講習会を行っています。

坂谷

青少年健全育成50年の多くの人の努
北京オリンピックの年2008年は大き
力の結果がすべて「金の切れ目が縁の
な節目の年となった。リーマンショックに
切れ目」だったとしたら、これは実に寂
始まったアメリカ発の金融危機は世界規
大阪府キャンプ協会会長 吉水泰彦
しい結末といわねばならない。
模に拡大し、EU、アジア、日本と深刻な
喜ばしいこと2件、酒井哲雄初代会長
経済情勢を生んでしまった。自動車業
さんが日本協会の「キャンピングアワー
界、電気、不動産などの不況は新卒内定
ド2008」と「国際キャンプ連合の貢献
者のキャンセルが出るほどの社会不安
賞」を長年にわたる内外でのキャンプの
を呈している。リストラ、倒産、給与の減
普及へのご尽力により受賞された。ま
額、内定無効通知を受けた人たちの気持
た、ユースサービス大阪の能勢の野外活
ちを考えると痛ましい。
動センターでの大学生ボランティアの活
テロや紛争、殺人や自殺、オレオレ詐
欺やひき逃げにいじめや虐待そしてネグ と知事さんの言。能勢の存続署名は3万 動 が 同 じ く「 キャン ピ ン グ ア ワ ード
レクト、ごみ不法投棄やひったくりと問題 2千人、10万人にサポートしてもらって 2008」を受賞した。こどもたちのキャン
がどんどん身近に迫ってきている怖さ。 ワンコイン運動で５００円寄付をしたら管 プ活動の支援に従事した大学生の数は4
これでは今の日本、明日に向かって 理費が出るのではないかと考えたり… 千人に及ぶ。教員になっている人たちも
キャンピング…といっていられない情勢 府のセンチュリーオーケストラは10万人 ６百人を超える。福祉分野にも多い。大
署名を持っていったら一人に2千円ずつ 阪市議会の議長歴任者もいる。キャンプ
が周りにあふれすぎている。
地方自治の財政難による破綻で事業 出してもらったら2億円集まり、あと2億 の共生の精神を帯した多くの仲間たち
や施策の切り捨てにより能勢の野外活 円を企業努力したら存続可能じゃない が元気な大阪を、健康な日本を築いてい
動センター、青少年会館、ビッグバン、更 かとのことらしいが不況の中ではすべ く力になってくださることを年の初めに
に私学助成カットで授業料値上げで家 てが貧すりゃ鈍するに近い。良策はない 願う。
庭事情に合わせて学校を選びなさい… か切実。

有馬

忠雄

私の悪い癖。それは、野外に出ると決まってそこらに生
えている草をむしって口に運んでしまうというもの。ま
だ花が咲いていない時のイヌタデかヤナギタデかを判定
するには、味わうに限る。イヌタデは苦っぽいのに、ヤナ
ギタデはぴりぴり辛いのだから。そのほかにも、味で判定
する植物の例は沢山あるが、病嵩じて癖になってしまっ
たのだ。
観察会ともなれば、参加者は片端から草を食べさせら
れるのが常。ネパールトレッキングは楽しかったが、最後
にシェルパに叱られた。
「この国はトイレがありません。
道々草を食べないでください」と。私の中では、草は野菜
に通じる植物。木の葉は野菜ではないので、口にするの
は、桑か桜ぐらいではないだろうか。
̶何と無用心な。でも、種類を知っているからそんな
ことができるのだろう。
そんな声が聞こえてきそうだ。もちろん私だって命が惜

しいから、無茶はできない。ただ、ケシの仲間、キツネノ
ボタンの仲間、ヒガンバナの仲間、サトイモの仲間、ナス
の仲間だけは敬遠しているだけ。ここではそれぞれの解
説はしないが、分類に堪能していなくとも列挙した五つ
の仲間が持つ特徴は図鑑を眺めていれば身に付くもの
だ。名前を覚えようとするから、途中で放り出してしまう
だけのことである。
随分昔の話になるが、野外観察会で子ども達にシキミ
の種子をシイと間違えて食べさせ、中毒させるという事
件があった。間違いの原因はリーダー自身がシイの実を
食べた経験を持たずに、書物で見たシイの実のイメージ
をシキミに重ねたことにあったようだ。
さて、前回の秋号豊能登山キャンプクラブの松田寿春
氏のアジサイ事件。アジサイの花を干して煎じれば解熱
作用があるのに、葉に毒があるとは知らなかった。それ以
前に、アジサイは木だから、私にとっては野菜の範疇に
入っていない。だから食べるはずもなく、人に勧めるはず
もない。それにしてもこの事件、私はもちろん、
松田氏にとってもすごい勉強になったと感謝
している。
（松田さん、ご免なさい。）
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第18回 全国キャンプ大会 in ながさき 2008

〜᧪ߡ㧋ߡ㧋ᗵ㧋ࠃ߆ߣߎࠈ〜
今年度の全国キャンプ大
会 は 、長 崎 県 諫 早（ いさ は
や）の地で、11月1日（土）〜
3日（月）の三日間にわたり、
全国のキャンプ関係者、指導
者、愛好者など約200名の参
加を得て開催されました。
町並み
趣のある島原の
国立諫早青少年自然の家
をメイン会場に、島原散策、雲仙登山、長崎市内散策、ハウステ
ンボス訪問、そして自然の家での「全国あそび広場」と、長崎
県内の歴史・伝統・芸術文化などを広く体験・体感できるフリー
チョイスプログラムが用意され、全国からの参加者は、様々な
活動を通して長崎の土地・自然・人との交流を深めました。
初日の基調講演では、長崎県在住のフリーカメラマンで「生
物生態写真家」として活躍される栗林 慧氏による「小さな
命を撮る」と題した講演があり、昆虫を中心とした小動物から
植物に至る「小さな命の不思議さ、神秘さ」を撮影した写真・
映像が紹介され、日頃のキャンプで目にする「自然」とは違っ
た視点の「小さな命」に参加者の多くは驚きと感動を感じた
のではないでしょうか。
なお、今回の全国大会での開会式においても、キャンプの
普及に尽力された17名・１団体に CAMPING AWARD
2008 が贈呈されました。大阪からは、大阪府キャンプ協会の
推薦を受けた「CAMP NOSE カウンセラー育成の取組
み」が受賞されました（別記参照）。
また、酒井哲雄日本キャンプ協会名誉会長が、国際キャンプ

連盟より2008年度のアボット・フェン・ドゥルズーバ賞を受賞さ
れ、今回の全国大会でそのご披露もされました。
次年度の第19回全国大会は、高知県での開催が予定されて
います。
（事務局 今井 正裕）

%#/2015'ࠞ࠙ࡦ⢒ᚑߩข⚵ߺ
CAMPING AWARD 2008 を受賞！
！
受賞には、
「CAMP NOSE」を代表し
て 、設 立 構 想 当 時から関りの 深 い 吉 水 泰
彦氏（大阪府キャンプ協会会長）が出席さ
れました。
【受賞理由】昭和42（1967）年、大阪府総
合青少年野外活動センター（CAMP NOSE）が開設され、
ここで 始 められたキャンプカウンセラー の 導 入による、小グ
ループ活動の推進は全国の青少年野外活動施設運営のモデル
となった。大学生を対象としたカウンセラーの理論研修や技術
の習得などは、大学四年間の継続的な活動として位置付けら
れ、研修と実践を積み重ねる方法を採用し開設以来40年間で
4千人を超える人材を育ててきた。

̌ࠕࡏ࠶࠻ࡈࠚࡦ࠼࠘࡞࠭ࡃ⾨̍ࠍฃ⾨㧋
10月4日（土）〜7日（火）、カナダ・ケベッ
クシティで第8回国際キャンプ会議が行わ
れました。その中で、日本キャンプ協会名
誉会長酒井哲雄氏のアボット・フェン・ドゥ
ルズーバ賞の表彰式も行われ、長年にわ
たるキャンプを通じた国際交流への貢献
が認められ受賞されました。

・
・
・当会初代会長・日本キャンプ協会前会長酒井哲雄先生・
・キャンピングアワード受賞・ICF貢献賞も・
・
・
（財）
大阪府地域福祉推進財団

・
・
・半世紀に亘り4,000人の学生ボランティア養成の貢献でCAMPING AWARDが能勢に・
・

子どもと自然観察研究会会長

参加者の声 この養成講習会はキャンプ技術やキャンプ実施・事業企画などの運営ノウハウを学ぶというよりは、基本的
なプログラムの考え方やキャンプの果たすべき使命、役割などについて広く学べ、自分自身のキャンプ理念を作り上げるきっかけ
となりました。
３日間の内容としては「人間関係作り」、
「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−」、
「安全管理について」、
「プログラムの企画と立案」、
「プログラムのプレゼンテー
ション」、
「研究協議」などの実習と講義でした。今回参加して、講習参加者の背景や考え方、活動
歴に触れ、刺激しあうことができました。インストラクターとディレクターの違いを理解する必要
性を感じたこと等、ここで気付いた事、学んだ事を大切にし、自分のこれからに反映させ、身につ
けている技術を地域での活動に還元しながら、指導者としてネットワーク作りを実践したいと考
みんなで協
力してのプ
ログラム作
り
えています。
大阪ＹＷＣＡ青少年部 リーダー蒲田 恭久
OSAKA CAMPING ASSOCIATION

恵司（専門委員長）

ファイアーサイドのおしゃべり

㊁ߩ⨲ߪ
⟤ߛߌߓ߾ߥ
秋というのに暖かい日が続いた中、10月17日（金）〜19日（日）の2泊3日で「自然体験活動指導者養成講習会」が、大阪府立
総合青少年野外活動センターにて行われました。
文部科学省が、
「小学校長期自然体験活動支援プロジェクト」をスターとさせました。日本キャンプ協会では委託を受け、
「長
期自然体験活動」を支援する指導者の養成を始めました。キャンプ協会が最も大切にしている、
「キャンパーズ・ファースト」の理
念を大切にした自然体験活動方法を学び「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」に対し助言を行う指導者になるための講習会です。今年度は、今回の大阪を含め全国7会場で養成講習会を行っています。

坂谷

青少年健全育成50年の多くの人の努
北京オリンピックの年2008年は大き
力の結果がすべて「金の切れ目が縁の
な節目の年となった。リーマンショックに
切れ目」だったとしたら、これは実に寂
始まったアメリカ発の金融危機は世界規
大阪府キャンプ協会会長 吉水泰彦
しい結末といわねばならない。
模に拡大し、EU、アジア、日本と深刻な
喜ばしいこと2件、酒井哲雄初代会長
経済情勢を生んでしまった。自動車業
さんが日本協会の「キャンピングアワー
界、電気、不動産などの不況は新卒内定
ド2008」と「国際キャンプ連合の貢献
者のキャンセルが出るほどの社会不安
賞」を長年にわたる内外でのキャンプの
を呈している。リストラ、倒産、給与の減
普及へのご尽力により受賞された。ま
額、内定無効通知を受けた人たちの気持
た、ユースサービス大阪の能勢の野外活
ちを考えると痛ましい。
動センターでの大学生ボランティアの活
テロや紛争、殺人や自殺、オレオレ詐
欺やひき逃げにいじめや虐待そしてネグ と知事さんの言。能勢の存続署名は3万 動 が 同 じ く「 キャン ピ ン グ ア ワ ード
レクト、ごみ不法投棄やひったくりと問題 2千人、10万人にサポートしてもらって 2008」を受賞した。こどもたちのキャン
がどんどん身近に迫ってきている怖さ。 ワンコイン運動で５００円寄付をしたら管 プ活動の支援に従事した大学生の数は4
これでは今の日本、明日に向かって 理費が出るのではないかと考えたり… 千人に及ぶ。教員になっている人たちも
キャンピング…といっていられない情勢 府のセンチュリーオーケストラは10万人 ６百人を超える。福祉分野にも多い。大
署名を持っていったら一人に2千円ずつ 阪市議会の議長歴任者もいる。キャンプ
が周りにあふれすぎている。
地方自治の財政難による破綻で事業 出してもらったら2億円集まり、あと2億 の共生の精神を帯した多くの仲間たち
や施策の切り捨てにより能勢の野外活 円を企業努力したら存続可能じゃない が元気な大阪を、健康な日本を築いてい
動センター、青少年会館、ビッグバン、更 かとのことらしいが不況の中ではすべ く力になってくださることを年の初めに
に私学助成カットで授業料値上げで家 てが貧すりゃ鈍するに近い。良策はない 願う。
庭事情に合わせて学校を選びなさい… か切実。

有馬

忠雄

私の悪い癖。それは、野外に出ると決まってそこらに生
えている草をむしって口に運んでしまうというもの。ま
だ花が咲いていない時のイヌタデかヤナギタデかを判定
するには、味わうに限る。イヌタデは苦っぽいのに、ヤナ
ギタデはぴりぴり辛いのだから。そのほかにも、味で判定
する植物の例は沢山あるが、病嵩じて癖になってしまっ
たのだ。
観察会ともなれば、参加者は片端から草を食べさせら
れるのが常。ネパールトレッキングは楽しかったが、最後
にシェルパに叱られた。
「この国はトイレがありません。
道々草を食べないでください」と。私の中では、草は野菜
に通じる植物。木の葉は野菜ではないので、口にするの
は、桑か桜ぐらいではないだろうか。
̶何と無用心な。でも、種類を知っているからそんな
ことができるのだろう。
そんな声が聞こえてきそうだ。もちろん私だって命が惜

しいから、無茶はできない。ただ、ケシの仲間、キツネノ
ボタンの仲間、ヒガンバナの仲間、サトイモの仲間、ナス
の仲間だけは敬遠しているだけ。ここではそれぞれの解
説はしないが、分類に堪能していなくとも列挙した五つ
の仲間が持つ特徴は図鑑を眺めていれば身に付くもの
だ。名前を覚えようとするから、途中で放り出してしまう
だけのことである。
随分昔の話になるが、野外観察会で子ども達にシキミ
の種子をシイと間違えて食べさせ、中毒させるという事
件があった。間違いの原因はリーダー自身がシイの実を
食べた経験を持たずに、書物で見たシイの実のイメージ
をシキミに重ねたことにあったようだ。
さて、前回の秋号豊能登山キャンプクラブの松田寿春
氏のアジサイ事件。アジサイの花を干して煎じれば解熱
作用があるのに、葉に毒があるとは知らなかった。それ以
前に、アジサイは木だから、私にとっては野菜の範疇に
入っていない。だから食べるはずもなく、人に勧めるはず
もない。それにしてもこの事件、私はもちろん、
松田氏にとってもすごい勉強になったと感謝
している。
（松田さん、ご免なさい。）
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大阪府キャンプ協会 調査研究部会

〜指定管理者制度の先駆け〜
寝屋川市野外活動センター ＮＯＡ

申請・選考がなされたということになります。
実際には、平成16年11月に公募され、翌年の2月に選考結
果発表、3月の議会承認を受け、4月1日から運営開始、
とい
う流れですが、わずか半年という短い間に、申請する書類
や選考委員会にプレゼンするための資料を作成し、選考決
定後は円滑に引き継ぎ、運営を始めるという困難を乗り越
えてのスタートでした。

申請やプレゼンで強調したこと
私どもでは、指定管理者制度について調査研究を継続していますが、
今回は大阪でも早くから寝屋川市野外活動センターの指定管理者と
なり、現在も多方面で活動を行っている特定非営利活動法人ナック
（NAC）
を取材してみました。

■ＮＯＡの特徴
寝屋川市野外活動センター
（NOA）は、昭和49年に設
立された、金剛生駒紀泉国
定公園の山脈(やまなみ）に
抱かれた豊かな自然のなか
にある2万㎡、定員250名の 春、市民で賑わう
バーベキューキューコーナー
野外活動施設で、家族や小
グループが日帰りでバーベキューを楽しんだり、学童
や子ども会が宿泊で自然体験活動を楽しんだりでき
ます。敷地内には木造の宿泊ロッジが10棟、
炊事場や
工作室、展望台や天体ドーム、集いの広場やアスレ
チックコースなどもあり、
さまざまなプログラムを展
開することができます。
平成17年に指定管理を受け、特定非営利活動法人
ナック
（NAC）
が現在、
運営しています。
■ナックの特徴
特定非営利法人ナックは、平成13年に青少年の健全
育成を目的として設立され、
青少年の自然体験活動や
環境教育の推進、
青少年活動の指導者養成、
指定管理
で青少年野外活動施設運営などに携わっています。

指定管理にいたる流れ
ほとんどの公共施設が平成18年度から指定管理者制度を
導入したのに対し、NOAはその1年前の平成17年度より
指定管理者として、
ナックが運営しています。
つまり、
まだ、
制度そのものが一般には知れわたっておらず、指定管理者
を選考する側もされる側も前例がまったくない中で、
公募・

市民・利用者を中心に据えた運営を目指し、実践4項目
「自
然・環境教育拠点」
「野外スポーツ・レクリエーション推進」
「人材育成」
「 青少年の自立支援」を掲げ、
またそれまで実
施できていなかった給食・食材提供の実現、職員の宿泊勤
務対応、
そしてもちろん利用者増などの内容を盛り込んだ
書類やプレゼン資料を作成し、他の候補団体と差別化を図
りました。

選定後、運営をはじめるまでの経緯や運営にあたって準備したこと
運営がスタートする直前の3月末日まで前運営者が運営を
続ける中、選定を受けてからの約1ヶ月で、各業者と個別で
委託する業務内容を固め・依頼し、
リーダー研修も兼ね現
地下見も行ったものの、利用者受け入れのシミュレーショ
ンはできないまま４月１日を迎え、そのまま運営を開始し
ました。

大阪府キャンプ協会

日本キャンプ協会

キャンプサロン

リスクマネージメントセミナー

ｔ３」
テーマ 「野外活動施設の指定管理者制度を問うＰａｒ

日 時 1月31日（土）13時〜21時/2月 1日（日）9時〜15時

〜研究紀要 中間報告会〜

（財）大阪市青少年活動協会 鈴木 忠範
（調査研究部会）

日 時 2月下旬頃

内 容 基調講演、ワークショップや最新の情報提供等、自然

場 所 府立青少年会館

体験活動・野外活動指導者の、安全対策面での資質向

定 員 30名

上を図ります。

参加費 1000円

参加費 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・

関西野外活動ミーティング2009

業
B U C対 象 事

学生2,000円

（仮称）
テーマ 「長期体験活動の可能性を探る」

定 員 70名

日 時 2月2１日（土）13時〜21時

主 催 日本キャンプ協会・ 関西テレビ青少年育成事業団

場 所 府立青少年会館

主 管 大阪府キャンプ協会

内 容 研究・実践事例発表、シンポジウム、交流交換会など。
対 象 野外教育・野外活動に関わる方・これから始める方

DミーティングIN近畿ブロック

参加費 一般 2,000円 学生 1,000円

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

定 員 100名

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

主 催 関西野外活動ミーティング2009実行委員会

換を行うものです。
日 時 2月21日（土）11時〜12時

野外活動促進セミナー

場 所 府立青少年会館

（仮称）
テーマ 「野外活動施設の歴史的価値を考える」

内 容 午後からは関西野外活動ミーティング2009へ参加

（1泊2日）
日 程 3月4日（水）〜5日（木）

し、最新のキャンプ研究・実践情報を学びキャンプ関

場 所 府立総合青少年野外活動センター

係者との交流・情報交換等を図る。

内 容 基調講演・事例発表 等

対 象 キャンプディレクター1・2級の方

参加費 6,000円・どちらか1日のみ3,000円

参加費 2,000円（関西野外活動Ｍ参加費含む）

（宿泊費･食事代・資料・保険料含む）
対 象 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
主 催 財団法人大阪府青少年活動財団
共 催 大阪府キャンプ協会

大阪府キャンプ協会 事務局（担当：今井）
FAX 06-6942-2448
E-Mail osaka@camping.or.jp

TEL 06-6942-5146

新会員名簿（12月15日現在

大阪府キャンプ協会
予 告

〈お問合わせ・申し込み〉
TEL 06-6942-5146

キャンプ指導者講習会

日 程 理論 4月25日（土）
（予定） 実習 5月2日（土）〜4日（月・祝）

敬称略

順不同）

石川 春樹

佐藤 潤一

松井 健

上江洲 尚人

竹歳 伸史

松本 奈々

上田 貴紀

玉井 成美

真野 輝美

岡崎 拓哉

寺平 龍貴

南 大樹

場 所 未定

川島 陸

中井 裕基

山本 千加

内 容 「キャンプ概論」
「自然体感ゲーム」
「テント設営法」など

國松 宏貴

町田 章太

対 象 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
参加費 18,000円（会員・学生15,000円）
定 員 30名

※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）

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

業

場 所 府立青少年会館

運営をスタートさせてから
まず、職場環境の整備に1ヶ月かかりました。利用者受け入
れについては、引き継がれた台帳をたよりに進め、前述の
「利用者を中心に据えた運営」
を心がけた対応を続けてい
く中で、利用は順調に伸びていきました。
リピーター増にと
もない、
リピーターに応えられるようプログラム開発を進
めたり、市の広報を積極的に活用し、毎月１回施設の紹介
も兼ね事業の募集をしたりと工夫を続けていく中で、
当初
の利用目標人数16,000人を大幅に超える21,820人（平
成19年度）
を達成しました。
利用者からはもちろん、寝屋川市の評価も高く、指定管理
者として一定の成功をおさめたと言えますが、
引き続き、新
規プログラムの開発・市内学校団体の利用促進・利用者対
応（「イエス」
から始める受け答え）
の向上などを通じて、市
民に親しまれる施設を目指しています。
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大阪府キャンプ協会 調査研究部会

〜指定管理者制度の先駆け〜
寝屋川市野外活動センター ＮＯＡ

申請・選考がなされたということになります。
実際には、平成16年11月に公募され、翌年の2月に選考結
果発表、3月の議会承認を受け、4月1日から運営開始、
とい
う流れですが、わずか半年という短い間に、申請する書類
や選考委員会にプレゼンするための資料を作成し、選考決
定後は円滑に引き継ぎ、運営を始めるという困難を乗り越
えてのスタートでした。

申請やプレゼンで強調したこと
私どもでは、指定管理者制度について調査研究を継続していますが、
今回は大阪でも早くから寝屋川市野外活動センターの指定管理者と
なり、現在も多方面で活動を行っている特定非営利活動法人ナック
（NAC）
を取材してみました。

■ＮＯＡの特徴
寝屋川市野外活動センター
（NOA）は、昭和49年に設
立された、金剛生駒紀泉国
定公園の山脈(やまなみ）に
抱かれた豊かな自然のなか
にある2万㎡、定員250名の 春、市民で賑わう
バーベキューキューコーナー
野外活動施設で、家族や小
グループが日帰りでバーベキューを楽しんだり、学童
や子ども会が宿泊で自然体験活動を楽しんだりでき
ます。敷地内には木造の宿泊ロッジが10棟、
炊事場や
工作室、展望台や天体ドーム、集いの広場やアスレ
チックコースなどもあり、
さまざまなプログラムを展
開することができます。
平成17年に指定管理を受け、特定非営利活動法人
ナック
（NAC）
が現在、
運営しています。
■ナックの特徴
特定非営利法人ナックは、平成13年に青少年の健全
育成を目的として設立され、
青少年の自然体験活動や
環境教育の推進、
青少年活動の指導者養成、
指定管理
で青少年野外活動施設運営などに携わっています。

指定管理にいたる流れ
ほとんどの公共施設が平成18年度から指定管理者制度を
導入したのに対し、NOAはその1年前の平成17年度より
指定管理者として、
ナックが運営しています。
つまり、
まだ、
制度そのものが一般には知れわたっておらず、指定管理者
を選考する側もされる側も前例がまったくない中で、
公募・

市民・利用者を中心に据えた運営を目指し、実践4項目
「自
然・環境教育拠点」
「野外スポーツ・レクリエーション推進」
「人材育成」
「 青少年の自立支援」を掲げ、
またそれまで実
施できていなかった給食・食材提供の実現、職員の宿泊勤
務対応、
そしてもちろん利用者増などの内容を盛り込んだ
書類やプレゼン資料を作成し、他の候補団体と差別化を図
りました。

選定後、運営をはじめるまでの経緯や運営にあたって準備したこと
運営がスタートする直前の3月末日まで前運営者が運営を
続ける中、選定を受けてからの約1ヶ月で、各業者と個別で
委託する業務内容を固め・依頼し、
リーダー研修も兼ね現
地下見も行ったものの、利用者受け入れのシミュレーショ
ンはできないまま４月１日を迎え、そのまま運営を開始し
ました。

大阪府キャンプ協会

日本キャンプ協会

キャンプサロン

リスクマネージメントセミナー

ｔ３」
テーマ 「野外活動施設の指定管理者制度を問うＰａｒ

日 時 1月31日（土）13時〜21時/2月 1日（日）9時〜15時

〜研究紀要 中間報告会〜

（財）大阪市青少年活動協会 鈴木 忠範
（調査研究部会）

日 時 2月下旬頃

内 容 基調講演、ワークショップや最新の情報提供等、自然

場 所 府立青少年会館

体験活動・野外活動指導者の、安全対策面での資質向

定 員 30名

上を図ります。

参加費 1000円

参加費 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・

関西野外活動ミーティング2009

業
B U C対 象 事

学生2,000円

（仮称）
テーマ 「長期体験活動の可能性を探る」

定 員 70名

日 時 2月2１日（土）13時〜21時

主 催 日本キャンプ協会・ 関西テレビ青少年育成事業団

場 所 府立青少年会館

主 管 大阪府キャンプ協会

内 容 研究・実践事例発表、シンポジウム、交流交換会など。
対 象 野外教育・野外活動に関わる方・これから始める方

DミーティングIN近畿ブロック

参加費 一般 2,000円 学生 1,000円

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

定 員 100名

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

主 催 関西野外活動ミーティング2009実行委員会

換を行うものです。
日 時 2月21日（土）11時〜12時

野外活動促進セミナー

場 所 府立青少年会館

（仮称）
テーマ 「野外活動施設の歴史的価値を考える」

内 容 午後からは関西野外活動ミーティング2009へ参加

（1泊2日）
日 程 3月4日（水）〜5日（木）

し、最新のキャンプ研究・実践情報を学びキャンプ関

場 所 府立総合青少年野外活動センター

係者との交流・情報交換等を図る。

内 容 基調講演・事例発表 等

対 象 キャンプディレクター1・2級の方

参加費 6,000円・どちらか1日のみ3,000円

参加費 2,000円（関西野外活動Ｍ参加費含む）

（宿泊費･食事代・資料・保険料含む）
対 象 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
主 催 財団法人大阪府青少年活動財団
共 催 大阪府キャンプ協会

大阪府キャンプ協会 事務局（担当：今井）
FAX 06-6942-2448
E-Mail osaka@camping.or.jp

TEL 06-6942-5146

新会員名簿（12月15日現在

大阪府キャンプ協会
予 告

〈お問合わせ・申し込み〉
TEL 06-6942-5146

キャンプ指導者講習会

日 程 理論 4月25日（土）
（予定） 実習 5月2日（土）〜4日（月・祝）

敬称略

順不同）

石川 春樹

佐藤 潤一

松井 健

上江洲 尚人

竹歳 伸史

松本 奈々

上田 貴紀

玉井 成美

真野 輝美

岡崎 拓哉

寺平 龍貴

南 大樹

場 所 未定

川島 陸

中井 裕基

山本 千加

内 容 「キャンプ概論」
「自然体感ゲーム」
「テント設営法」など

國松 宏貴

町田 章太

対 象 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
参加費 18,000円（会員・学生15,000円）
定 員 30名

※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）

OSAKA CAMPING ASSOCIATION
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場 所 府立青少年会館

運営をスタートさせてから
まず、職場環境の整備に1ヶ月かかりました。利用者受け入
れについては、引き継がれた台帳をたよりに進め、前述の
「利用者を中心に据えた運営」
を心がけた対応を続けてい
く中で、利用は順調に伸びていきました。
リピーター増にと
もない、
リピーターに応えられるようプログラム開発を進
めたり、市の広報を積極的に活用し、毎月１回施設の紹介
も兼ね事業の募集をしたりと工夫を続けていく中で、
当初
の利用目標人数16,000人を大幅に超える21,820人（平
成19年度）
を達成しました。
利用者からはもちろん、寝屋川市の評価も高く、指定管理
者として一定の成功をおさめたと言えますが、
引き続き、新
規プログラムの開発・市内学校団体の利用促進・利用者対
応（「イエス」
から始める受け答え）
の向上などを通じて、市
民に親しまれる施設を目指しています。
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OSAKA CAMPING ASSOCIATION
新しい出会いがあるかもね。
Vol.

キャンパーのひとりごと
大阪府キャンプ協会 理事／堺市青少年活動協会 理事

清家

2009 年冬号
平成21年1月15日

昌弘

星の降る夜、
キャンプで、小さなかがり火を囲ん
真夜中の自然では、
日常では見えない
「幸せ」が
だ。暖かく楽しい火だった。その時、確かに自分は
よく見える。もともと人間の生活は、
アウトドアー
わくわくするような
「幸せ」
を感じていた。
自然と仲
ライフであった。
日常の創意と工夫、協働して支え
間とかがり火と、自分の幸福のためには周囲のつ
あい、
くり返し積み重ねながら、現代に至る文化・
ながり・関係が必要だとしみじみと思った。以来
文明を築いてきた。そのプロセスを、キャンプの
40数年、いまも折々に「火」を囲んでいる。なぜこ
ワークの中で、瞬時に感じることがある。歴史の推
こまで続いているのだろうか？それは、
キャンプは
移の、大きな流れの、一部分としての自分の「いの
常に、学びの契機になっているからだと思う。
ち」があるように思える。自分に連なるあらゆるも
人は「自分ひとり」だけでは生きてはいけない。 のを肯定できる、
そして
「感謝」
につながる。
みんなつながっている。祖先とつながらなければ、
人間は分離し、
独立して、
自分の幸福を求めて生
生まれることもない。宇宙・地球と星と、
自然・海と
きるより、人と人がつながり、協働し、他者の笑顔・
山と、雨や風と脈々とつながっているから、歴史や
皆の幸福を望む生き方が、歴史の使命であること
文化の推移を認識し、環境から学ぶことができる。 を
「キャンプ」は教えてくれた。感謝している。
この
自分は独立した
「個」
であるとともに、相互依存的
喜びと幸せを、子どもたちに伝えることができれば
に、
あらゆる時空との関係の中で
「存在」
している。 と願っている。
キャンプは、人・自然・文化の一体的体験、
「すべ
あのかがり火はもう消えてしまった。
ただそっと
てつながっている」実感がある。言葉だけでなく、 息をふきかけると、再び燃えあがる。時と場に相応
直接体験の中で、師・仲間との出会い、自然を知
しく、丹念に誠実に、キャンプを楽しみながら生き
り、新たな自分を発見する。摂理の体験は時には、 てゆきたいものだと考えている。
人智を超えた声さえ聴くことがある。適切な「不
便・不自由・不快」
の体験は、協働が育つ。
自分ひと
PS：堺市では、1959年に、泉ヶ丘青少年野外活動
りの限界を認めれば、他者の力を借りるほかない
センターを和田地区に開設。1965年に美木多地
ことの大切さに気づく。
キャンプ生活のいたるとこ
区に移転。泉北ニュータウンの造成で1971年に
ろに達人・名人が溢れている。自分も現実を克服
閉館した。(一時中舌鳥地区に移転)。1973年に、
して「一人前のキャンパー」を目指そうと考える。 堺市子ども会育成協議会主催で、泉が丘子ども
なによりも、何でもマニュアルを前提にして、頼る
キャンプ村が３年間開設された。
ついに、1978年
のではなく、不確定な未来の、どうしようもない
に、堺市鉢ヶ峯青少年キャンプ場が開設され、
その
「理不尽」
にさえチャレンジしようと思う。
「誰もい
運営は堺市青少年活動振興協会に委託された。
ないひとりぼっち」
ではない
「つながりを受容しな （2005年施設は廃止され、現在、堺市に公的な
がらひとりでいること」
は苦痛でも孤独でもない。
キャンプ場はない。）
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〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央2-13-33 ユースサービス大阪内
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素敵世代野外学校スタート!

ߤࠎߥ⁁ᴫ߽ᭉߒࠆޔ
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平成20年10月11日、12日の1泊2日で、大阪府立総合青少年野外活動センターにて
素敵世代野外学校が開催されました。
この素敵世代野外学校とは、一般的に言う
「シニ
アキャンプ」のことです。学校という設定なので、校長先生もちゃんといます。校長先生
は、高齢者キャンプなど経験豊富な石田易司先生（当協会副会長）
にお願いしました。
ま
た、特別講師として松井鴻先生（草木あそび塾）
をお招きし、第１回の素敵世代野外学校
がスタートしました。
キャンプ当日は、すばらしい秋晴れの中…といきたかったのですが、風が強く肌寒い
どんぐりを使ったかわいいクラフト

中でのキャンプとなりました。
しかし、
さすがアクティブシニア！環境の変化には見事に
対応し、いろいろなことに積極的にチャレンジされました。

初日のプログラムは、
アイスブレイクから始まり、
テント設営。選択プログラムとして、
カヌーと自然散策＆スケッチでしたが、散
策＆スケッチ組も結局一緒にカヌーに乗りました。その後は、秋の味覚とダッヂオーブンでの豪快な鳥の丸焼きを楽しむ野外料
理、火を囲んでの集いとなりました。
もちろん、全てのプログラムを楽しくこなされたのですが、
ここからが大人のキャンプ、素敵
世代のキャンプです。一日の疲れを癒し、そして冷えた身体を温めてくれるのがアル
コールです。
ちびりちびり飲みながら、趣味の話、旅行の話、
自慢話、人生観…本当に
いろいろな話をしているうちに夜が更けていきました。
２日目は松井先生のご指導のもと、ネイチャークラフトを体験しました。皆さん童心
に返られたように瞳を輝かせ、
とても真剣に作品を作っておられたのが印象的でし
た。閉校式では、石田校長のウクレレに合わせて歌を歌い、記念撮影も行いました。そ
して、本当にすばらしい笑顔で帰って行かれました。
今回は私のゼミ学生もスタッフとして関わらせていただきました。
アイスブレイク
を考えたり、当日の運営補助をさせていただいたり、そして、人生経験豊富な参加者

といろいろな話ができたりと、本当に学びの多いキャンプとなりました。私たち

事務局日誌
■10月9日（木）
〜13日（月）
■10月15日（水）

のような若輩者からすれば、今回の参加者の皆さんは何もかもが本当に素敵
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）

でした。
また、参加者の皆さんもエネルギッシュな大学生と１泊２日を共に過ご
し、
若者も素敵だなぁと思っていただけたのではないでしょうか。

広報部会（府立青少年会館）

■10月17日（金）
〜19日（日）

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）

■10月18日（土）
〜19日（日）

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）

■10月22日（水）

部会長会議・専門委員会（府立青少年会館）

■10月27日（月）

常任理事会（府立青少年会館）

■10月27日（月）
キャンプアカデミー・第3回キャンプサロン
11月17日（月）
（府立青少年会館）
12月 ８日（月）
（全3回）
■11月1日（土）
〜3日（月）

みんなで「うたごえタイム」

第18回全国キャンプ大会INながさき
（国立諫早青少年自然の家）

自然の中でゆったりとした時間を共有しての世代間交流は、
とても素敵なこ
とだと改めて感じました。
大阪国際大学 人間科学部スポーツ行動学科講師 横山

誠

（専門委員）

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。

全員集合！!いつまでもいきいきと！!

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

