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新しい出会いがあるかもね。
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子どもたちとキャンプ
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大阪府キャンプ協会 常任理事／大阪ＹＭＣＡ 副総主事 石原 福造
編 集／大阪府キャンプ協会

この夏も多くの子どもたちがＹＭＣＡキャ
ンプに参加しました。不安と期待を胸に秘め
てキャンプ生活を送ったことだと思います。
ＹＭＣＡのキャンプでは、
自然に親しむこと、
楽しむことのみにならず、ＹＭＣＡが持つ基本
理念である全人教育のもとに、青少年を自然
の中で行う諸活動、特に体験活動によって、豊
かな心と体を育む人間教育として実施してい
ます。
子どもたちにとってキャンプとは、そこそ
こ非日常性へのチャレンジなのです。自分達
で考え、自分達で作っていくプログラムの楽
しさは格別ですが、それらを通してひとりひ
とりの協調性、創造性が育っていくことも事
実です。
また、安全教育の視点からＹＭＣＡでは、安
全で楽しいキャンプを常に目指しています。
そして、キャンプのスポーツプログラムとし
てはヨット、カヌー、ボート、水泳などがあ
げられますが、ただこれらのスポーツを楽し
むだけでではなく、これらのプログラムを通
して、キャンパーが安全について考えるとい
う事が望まれています。また、野外での生活
には絶えず危険が伴うという意味では、キャ
ンプこそ、子ども達の冒険へのチャレンジで
あり安全教育のよい場でもあるのです。子ど
もたちが冒険を楽しむと言うことは、少し危

事務局日誌
■7月14日（火）
■7月14日（火）
■7月18日（土）
〜19日（日）
■9月10日（木）
■10月10日（土）
〜12日（月）

ないことが出来るから楽しいのであって、そ
の瞬間、今個々に生きていることを実感する
のです。
指導者の役割はそれをいかに安全に体験さ
せるかということにかかっています。安全が
確保されて初めて遊ぶことが楽しいといえる
からです。
冒険をするときには、後ろで見守る人の存
在がきわめて重要です。万全の体制を取り、
全体を見守りながら環境と状況に対応し安全
の確保を行うことが大切なのです。
自然の中で遊ぶことは子どもをいきいきと
させます。十分な備えがあれば体験と練習で
楽しいキャンプになり、チャレンジに対する
自己達成の喜びにもなるのです。一人一人が
それぞれのやり方で自分なりの目標を自分の
力で達成していく、こうした経験を通して、
子ども達は自分の存在を改めて確認し、大切
に思う気持ちに気づくかもしれません。
社会性や豊かな人間性を育むためには、成
長段階に応じて自然での長期宿泊活動など様
々な体験活動を行うことが極めて有意義な活
動であるとされています。
この夏もたくさんの子どもたちがキャンプ
を通して様々な体験をし、新しい出会いの中
で多くの仲間ができたことであると確信して
います。

編集後記
広報部会（大阪府森之宮庁舎）
専門委員会（大阪府森之宮庁舎）
家族的野外活動学校
（東大阪市立野外活動センター）
常任理事会（大阪府森之宮庁舎）
全国キャンプ大会
（国立室戸青少年自然の家）

実りの秋となりました。キャンプに
おいても食べる楽しみを満喫して
ほしいと思います。
（城越）

編集：大阪府キャンプ協会 広報部会
城越幸一、武村尚史、中山羊奈、
橋本啓、橋本恵典、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
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家族的野外活動学校

ファミリーキャンプ
のすすめ！
日程
場所

７月 18 日（土）〜19 日（日）
東大阪市立野外活動センター自由の森なるかわ

たまのお休み、仕事を持つ親にとってはゆっくりしたいところです
ね。でも「子どもとの時間もとりたい」
、そして
「できればいい体験をさせ
たい」
とも願います。
子どもの頃、やけに面白かったキャンプファイヤー。
「少しは休みなさい」と言われながら走り回ったこと、煙で大変だった野
外すいさん。でも、嫌いなものも自然に食べられたことなどを思い出すと、
それなら「やっぱりキャンプ」。
今年も 7 月に開催した「家族的野外活動学校」。９家族２９人（内、子どもは
３歳から１３歳まで１６人）を迎え、野外クッキングやキャンプファイヤー、
ハンドクラフトなど定番のキャンププログラムと幼児や低学年でも楽しめる
「宝さがし」など、ちょっと欲張ったメニューを盛り込んで行いました。
参加動機は「家族の思い出作りができるかなと思って」「家族で参加できる
事がよかったので」など、家族で楽しむためだったり、
「キャンプの経験があま
りない子どもたちなので…」
「 自分自身、久しぶりにキャンプをしたくなり、子
どもにも…」と、
子どもに体験させることに重きを置いた家族は、
「 楽しみ」プラ
スアルファを期待してキャンプに参加しているようでした。
保護者にとって、普段の生活環境でないところ、そして、刃物や火など危な
初対面でも仲良くなれるアイスブレイク
いものを扱うこともあり、いろいろ心配なので目を光らせます。最初は「怪我
をしないように…」と見ているのですが、ふと、子どものいろんなことに気づく
のです。
「 ちゃんと人の話を聞いてるんだ」とか「意外と慎重なんだ」「
、優しいと
ころもあるんだ」など…。
「少し、口を出さずに見守ろう」と子どもウォッチン
グが始まります。
よく見ると、まずは３〜５
人のグループで遊びだし、ま
た、
他のグループに入り、
また、
離れて他のグループと一緒に
なり、自分の気持ちに素直に
楽しんでいることに気づきま
みんなで盛り上がったキャンプファイアー
す。
そのような中で、それなり
の序列とルールが生まれ、そして、子ども同士でコミュニケーション
を育み、グループの一員として、キャンプを一生懸命に楽しんでいる
ことを目撃することでしょう。
子どもの輝く目を見たくなったら、みなさんも家族でキャンプに出
かけてみませんか。
（財）大阪府地域福祉推進財団 坂谷 恵司
（大阪府キャンプ協会 指導者養成・会員事業部会）
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楽しかった２日間。
いい笑顔で！
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今年の夏も、色々な場所で、様々なキャンプが行われたと思います。
今回は、大阪府キャンプ協会団体会員で行われたキャンプの中で、
特徴あるキャンプをピックアップしてみました。
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みんなのために
「ベスト」
を尽くす！
NPO 法人ピープルアクティブライフ
８月４日（火）
〜７日（金）国立曽爾青少年自然の家

サバイバル キャンプ
8 月 11 日〜 13 日の２泊３日、和歌山県『友ヶ
『わくわく☆黄金伝説！
島』で行いました。参加した子ども達は 22 名。
離れ小島 de とったど〜！』 物資も必要最小限の物しか持って行かず、現地
で食材調達や工夫をしてのプチサバイバル…。
『プチサバイバルの始まり！』
『暑い〜』口を突いて出た言葉！これからの 2 泊 3 日が思いやられる。磯に出ての食材
探し！『気持ち悪い』
『なにコレ？』と遊ぶ子ども達に、『しっかりおかず捕りや。捕れない
と、晩ご飯はお米とみそ汁しかないで！』と言うと、必死に探しはじめ、ワカメや根コン
ブ・貝やカニなどをしっかりとＧＥＴ！
『でも、まだまだ家気分！』
遊び歩いて、帰ってきた子ども達。
『喉が渇いた！』水筒の中身はからっぽ。当然、飲料水
もペットボトルで必要な分を与えています。最初は『冷たいの無いの？』と、家気分。
『ここ
は、家と違うで！冷蔵庫も、クーラーも無いで！』と、言うとしぶしぶ飲んでいました。
『あっ！こどもが変わった！』
ところが１日目も中盤を過ぎると、子ども達が、ペットボトルの水を美味しそうに飲ん
でいるのです。
『さっきまで、ぬるい！とか、言ってたのにどうしたん？』と聞くと、
『慣れ
てしまった。』『命の水やし！』と返事。飲む量も考えてみんなと分け合っているなんて
…！『この環境を楽しめる様になってきた！』と、思わずこころの中でガッツポーズ。これ
は『イケる！』とスタッフ、飯ごう炊さんの時には『ライターちょうだい。』と来る子に、こ
れで『点けてみ』と、隠しておいた火起し器を。今晩は海鮮ＢＢＱだ！と言いながら、大き
な魚やタコなどを丸まま『どーん！』
『こんなのどうやって料理するの？』と、目を白黒さ
せていた子ども達も、悪戦苦闘しながら最後には目をキラキラさせていました。他にも、
沢山の体験をした２泊３日間でした。

あと
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夢中で今夜の食材を探してます。

野菜

311: ༃ɺʡʱˋʙʻĜʅʛʒʅʻˋʯ
8 月 27 日
（木）〜29 日（土） 豊島（香川県）
神戸 YMCＡ余島キャンプ

山本 亮司

は自分の背丈以上の壁、通常ならなかなかチャ
レンジはできません。ですが、私たちも子ど
もの頃、少し怖いところ、危ないところに “ ド
キドキ ” しながら挑んでいった記憶はないで
しょうか。安全は最優先ですが、子どもたちが
胸を高鳴らせ、“ 勇気 ” を出して挑んでいった姿が印
象的でした。子どもにとって、様々なことにチャレンジ
していく “ 勇気 ” を育むのは、こうした遊びの中でも養
われていくのです。
今回は専門家の力を借り、よりダイナミックなキャン
プをすることができました。
ＹＭＣＡだけの枠に留まるの
ではなく、様々な分野の一流のプロフェッショナルと共
にキャンプをすることは我々にとっても、子ども達にとっ
ても大きな成長の機会となることを改めて感じました。

神戸ＹＭＣＡとサントリーが共同プロジェクトを初め
て３年目を迎えました。共同プロジェクトの一環として
開催されたアドベンチャーキッズキャンプについてご報
告いたします。２年目となるこのキャンプはＹＭＣＡの
大学生ボランティアリーダーと冒険家三浦豪太氏率いる
ミウラドルフィンズの皆さんと瀬戸内に浮かぶ豊島の砂
浜にてキャンプが展開されていきました。
“ 心と身体の冒険 ” をテーマにキャンプは始まりまし
た。テント生活、野外料理と子ども達は大自然の中で様々
な体験をしていきました。二日目、豪太隊長を先頭に海
岸線の岬巡り探検へ出かけます。大人の背ほどの岩にも
チャレンジしました。さすがはドルフィンズの皆さん、
上と下にスタッフを配置して安全確保、子どもにもどの
ルートを通るのかを的確に指示します。子どもにとって

３日目の作り始めるギリギリまで各グループでみん
なが納得いく料理を考えて最高の料理を作り上げま
した☆出来上がったものは本当に様々。予想だにし
ていなかったものばかり！「おでん」「ぞうすい」
「ラーメン」
「チャーハン」
「ピーマンの肉詰め」
「野菜
のまるごと煮・焼き」
など、普通の野外炊飯では絶対
にお目にかかれないものだらけ☆
今回はこのキャンプを通じて「ベストをつくす」こ
とを感じてもらえればと考えていました。みんなの
目的に向かって自分の役割だけではない、
「みんな」
を
考えて最高・全力をつくす！子ど
もたちもリーダーも全てに「ベス
トをつくした」素敵なキャンプで
した。
NPO 法人ピープルアクティブライフ

田村 豊
みん

丸ごとカレー！！

なでがんばったよ

活けタコ！どんな調理法がいいかな？

子ども達にとって、普段の生活に慣れきった、物が豊富にあり、なんの苦労もなく過ごしてきた、自分自身をあらた
めて知るいい機会になったような気がします。
『何も無くてもよい！なければ工夫や知恵を絞れ！』そこから、人間が
本来持つ活きる力『活力』が生まれる気がします。最近は参加者にとって『やさしい』
『便利な』キャンプが多くなってい
たのかも知れません。それが、もしかしたら子ども達にとって『学ぶチャンス』
『工夫する力』
『挑戦』などの機会を減ら
していたのかもと…今回、改めて子ども達に教えられた気がしました。
『環境が人を変える！』まさに、そんな言葉がぴったりのキャンプでした。
NPO 法人大東市青少年協会 田中 俊輝

ఘɂబൌɈႍঃ

チャレンジクッキングは文字通り、単なるクッキ
ングではなく「チャレンジするクッキング」!!
２日目にはカレー作り。このカレーも単なるカ
レーではなく、スペシャル食材の「なす」
「トマト」
「チョコレート」の中から一つを選び作り上げるオリ
ジナルカレー☆
３日目は文字通りの『オリジナル料理』！カレー作
り後に使える食材を教え、自分たちだけの料理を考
えました。食材には限りがあり全グループ第一希望
が全て通らない状況になりました。けれど、子どもた
ちにどうしようか？と聞くと第一希望
じゃなくても大丈夫！自分たちだ
けじゃなくて「みんなが」という思
いやりをみせてくれました。
その後、決まった食材で何時間
も試行錯誤して、それでもなお

夏休みセラピー牧場体験キャンプ
7 月 31 日（金）〜 8 月 1 日（土）
枚方セラピー牧場は子どもたちの元気な笑顔であふれていました！
夏休みを利用して牧場の生活体験キャンプに参加したのは、近郊の 3 年生から 6 年生までの小学生男女
12 名。
日常ではほとんど接する機会のない馬との生活の体験です。
まず、お互いの自己紹介の後、馬たちにも挨拶。早速ポニーの手入れにかかりました。
乗馬の後はテントの
組み立てです。夜は放牧地の傍らにテントを張って夜間放牧中のポニーたちの息づかいを聞きながら眠るの
を楽しみに子どもたちの動きも活発です。
夕方になって馬たちにエサをやり、周辺を掃除し、放牧地をきれいにしてから自分たちのことに取り掛か
ります。近くの銭湯で汗を流した後、牧場内でバーベキューです。歓声をあげながら空っぽになった胃袋を満
たしていました。ここで今夜の降水確率を調べると 60％とのこと。
迷った末急遽テントでの就寝をあきらめ
ました。
意に反して雨は降らずに明けた朝、一番に馬たちに「おはよう！」を告げてエサやりから始まります。
花に
水をやり、放牧地や馬房掃除を終えてからの朝ごはんでは「おかわり！」と元気な声が飛び交いました。乗馬
をして、ポニーと淀川の河川敷まで散歩にでかけた帰り道、突然のゲリラ豪雨に見舞われて全身びしょ濡れ
になりました。最後にポニーと記念撮影をして彼らの牧場生活体験は無事終了。
みんなの笑顔が 1 泊 2 日の
内閣府 NPO 法人ホース・フレンズ事務局 渡辺 ふさ枝
すべてを語っていました。

乗馬体験

手入れで気持ちいい〜
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今年の夏も、色々な場所で、様々なキャンプが行われたと思います。
今回は、大阪府キャンプ協会団体会員で行われたキャンプの中で、
特徴あるキャンプをピックアップしてみました。
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みんなのために
「ベスト」
を尽くす！
NPO 法人ピープルアクティブライフ
８月４日（火）
〜７日（金）国立曽爾青少年自然の家

サバイバル キャンプ
8 月 11 日〜 13 日の２泊３日、和歌山県『友ヶ
『わくわく☆黄金伝説！
島』で行いました。参加した子ども達は 22 名。
離れ小島 de とったど〜！』 物資も必要最小限の物しか持って行かず、現地
で食材調達や工夫をしてのプチサバイバル…。
『プチサバイバルの始まり！』
『暑い〜』口を突いて出た言葉！これからの 2 泊 3 日が思いやられる。磯に出ての食材
探し！『気持ち悪い』
『なにコレ？』と遊ぶ子ども達に、『しっかりおかず捕りや。捕れない
と、晩ご飯はお米とみそ汁しかないで！』と言うと、必死に探しはじめ、ワカメや根コン
ブ・貝やカニなどをしっかりとＧＥＴ！
『でも、まだまだ家気分！』
遊び歩いて、帰ってきた子ども達。
『喉が渇いた！』水筒の中身はからっぽ。当然、飲料水
もペットボトルで必要な分を与えています。最初は『冷たいの無いの？』と、家気分。
『ここ
は、家と違うで！冷蔵庫も、クーラーも無いで！』と、言うとしぶしぶ飲んでいました。
『あっ！こどもが変わった！』
ところが１日目も中盤を過ぎると、子ども達が、ペットボトルの水を美味しそうに飲ん
でいるのです。
『さっきまで、ぬるい！とか、言ってたのにどうしたん？』と聞くと、
『慣れ
てしまった。』『命の水やし！』と返事。飲む量も考えてみんなと分け合っているなんて
…！『この環境を楽しめる様になってきた！』と、思わずこころの中でガッツポーズ。これ
は『イケる！』とスタッフ、飯ごう炊さんの時には『ライターちょうだい。』と来る子に、こ
れで『点けてみ』と、隠しておいた火起し器を。今晩は海鮮ＢＢＱだ！と言いながら、大き
な魚やタコなどを丸まま『どーん！』
『こんなのどうやって料理するの？』と、目を白黒さ
せていた子ども達も、悪戦苦闘しながら最後には目をキラキラさせていました。他にも、
沢山の体験をした２泊３日間でした。

あと
がき

夢中で今夜の食材を探してます。

野菜

311: ༃ɺʡʱˋʙʻĜʅʛʒʅʻˋʯ
8 月 27 日
（木）〜29 日（土） 豊島（香川県）
神戸 YMCＡ余島キャンプ

山本 亮司

は自分の背丈以上の壁、通常ならなかなかチャ
レンジはできません。ですが、私たちも子ど
もの頃、少し怖いところ、危ないところに “ ド
キドキ ” しながら挑んでいった記憶はないで
しょうか。安全は最優先ですが、子どもたちが
胸を高鳴らせ、“ 勇気 ” を出して挑んでいった姿が印
象的でした。子どもにとって、様々なことにチャレンジ
していく “ 勇気 ” を育むのは、こうした遊びの中でも養
われていくのです。
今回は専門家の力を借り、よりダイナミックなキャン
プをすることができました。
ＹＭＣＡだけの枠に留まるの
ではなく、様々な分野の一流のプロフェッショナルと共
にキャンプをすることは我々にとっても、子ども達にとっ
ても大きな成長の機会となることを改めて感じました。

神戸ＹＭＣＡとサントリーが共同プロジェクトを初め
て３年目を迎えました。共同プロジェクトの一環として
開催されたアドベンチャーキッズキャンプについてご報
告いたします。２年目となるこのキャンプはＹＭＣＡの
大学生ボランティアリーダーと冒険家三浦豪太氏率いる
ミウラドルフィンズの皆さんと瀬戸内に浮かぶ豊島の砂
浜にてキャンプが展開されていきました。
“ 心と身体の冒険 ” をテーマにキャンプは始まりまし
た。テント生活、野外料理と子ども達は大自然の中で様々
な体験をしていきました。二日目、豪太隊長を先頭に海
岸線の岬巡り探検へ出かけます。大人の背ほどの岩にも
チャレンジしました。さすがはドルフィンズの皆さん、
上と下にスタッフを配置して安全確保、子どもにもどの
ルートを通るのかを的確に指示します。子どもにとって

３日目の作り始めるギリギリまで各グループでみん
なが納得いく料理を考えて最高の料理を作り上げま
した☆出来上がったものは本当に様々。予想だにし
ていなかったものばかり！「おでん」「ぞうすい」
「ラーメン」
「チャーハン」
「ピーマンの肉詰め」
「野菜
のまるごと煮・焼き」
など、普通の野外炊飯では絶対
にお目にかかれないものだらけ☆
今回はこのキャンプを通じて「ベストをつくす」こ
とを感じてもらえればと考えていました。みんなの
目的に向かって自分の役割だけではない、
「みんな」
を
考えて最高・全力をつくす！子ど
もたちもリーダーも全てに「ベス
トをつくした」素敵なキャンプで
した。
NPO 法人ピープルアクティブライフ

田村 豊
みん

丸ごとカレー！！

なでがんばったよ

活けタコ！どんな調理法がいいかな？

子ども達にとって、普段の生活に慣れきった、物が豊富にあり、なんの苦労もなく過ごしてきた、自分自身をあらた
めて知るいい機会になったような気がします。
『何も無くてもよい！なければ工夫や知恵を絞れ！』そこから、人間が
本来持つ活きる力『活力』が生まれる気がします。最近は参加者にとって『やさしい』
『便利な』キャンプが多くなってい
たのかも知れません。それが、もしかしたら子ども達にとって『学ぶチャンス』
『工夫する力』
『挑戦』などの機会を減ら
していたのかもと…今回、改めて子ども達に教えられた気がしました。
『環境が人を変える！』まさに、そんな言葉がぴったりのキャンプでした。
NPO 法人大東市青少年協会 田中 俊輝

ఘɂబൌɈႍঃ

チャレンジクッキングは文字通り、単なるクッキ
ングではなく「チャレンジするクッキング」!!
２日目にはカレー作り。このカレーも単なるカ
レーではなく、スペシャル食材の「なす」
「トマト」
「チョコレート」の中から一つを選び作り上げるオリ
ジナルカレー☆
３日目は文字通りの『オリジナル料理』！カレー作
り後に使える食材を教え、自分たちだけの料理を考
えました。食材には限りがあり全グループ第一希望
が全て通らない状況になりました。けれど、子どもた
ちにどうしようか？と聞くと第一希望
じゃなくても大丈夫！自分たちだ
けじゃなくて「みんなが」という思
いやりをみせてくれました。
その後、決まった食材で何時間
も試行錯誤して、それでもなお

夏休みセラピー牧場体験キャンプ
7 月 31 日（金）〜 8 月 1 日（土）
枚方セラピー牧場は子どもたちの元気な笑顔であふれていました！
夏休みを利用して牧場の生活体験キャンプに参加したのは、近郊の 3 年生から 6 年生までの小学生男女
12 名。
日常ではほとんど接する機会のない馬との生活の体験です。
まず、お互いの自己紹介の後、馬たちにも挨拶。早速ポニーの手入れにかかりました。
乗馬の後はテントの
組み立てです。夜は放牧地の傍らにテントを張って夜間放牧中のポニーたちの息づかいを聞きながら眠るの
を楽しみに子どもたちの動きも活発です。
夕方になって馬たちにエサをやり、周辺を掃除し、放牧地をきれいにしてから自分たちのことに取り掛か
ります。近くの銭湯で汗を流した後、牧場内でバーベキューです。歓声をあげながら空っぽになった胃袋を満
たしていました。ここで今夜の降水確率を調べると 60％とのこと。
迷った末急遽テントでの就寝をあきらめ
ました。
意に反して雨は降らずに明けた朝、一番に馬たちに「おはよう！」を告げてエサやりから始まります。
花に
水をやり、放牧地や馬房掃除を終えてからの朝ごはんでは「おかわり！」と元気な声が飛び交いました。乗馬
をして、ポニーと淀川の河川敷まで散歩にでかけた帰り道、突然のゲリラ豪雨に見舞われて全身びしょ濡れ
になりました。最後にポニーと記念撮影をして彼らの牧場生活体験は無事終了。
みんなの笑顔が 1 泊 2 日の
内閣府 NPO 法人ホース・フレンズ事務局 渡辺 ふさ枝
すべてを語っていました。

乗馬体験

手入れで気持ちいい〜
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カヌーに乗り込み
みんな協力して川下り
息を合わせて
Let sGO！
お互いを信頼しあって
トラストフォール
体を棒のようにして
バックフライング

キャンプへの思い

「とんでもない」のその先へ

キャンプの旗を掲げて記念撮影
最高の笑顔でまた会おうね！

突然、キャンプが「仕事」
になった

財団法人大阪市青少年活動協会

茨木市青少年野外活動センター

鈴木 忠範

寺田 周平

「船長さんが言いました。右手を挙げてください」
。

３日目

8月4日（火）〜7日（金）の４日間『冒険』をテーマに中学生
２人、高校生７人が旅へ！
！
１日目
ＪＲ津田駅に集合し、笠置キャンプ場へ行きました。
『旗作
り』は《中高生チャレンジキャンプ ０９》の文字と、個人目標は
手の平の形の中に書き込み、全体での目標も掲げました。
『かまど作り・薪拾い』、流木や枯れ枝などを集め、石を拾いか
まどを作り自炊を行いました。初めての体験でも協力し、楽
しく行われました。夜は『焚き火を囲んでの親睦』。お互いを
もっと知るための質問を聞きあい、みんなにお披露目。その
後は、楽器隊も加わりテーマソング等を歌って夜が更けてい
きました。
２日目
『川下り』では、Eボート（10人乗りカヌー）に乗り込み、みん
なで協力してパドルを漕ぎ、笠置キャンプ場から泉大橋まで、
木津川約１５kmを下りました。途中で、川遊びも楽しみまし
た。木津の駅から電車での移動の後、スーパーで夕食と朝食
の買出しを行い、京田辺市野外活動センターに到着。
『夕食』
では、購入した食材を調理し、個人では、苦戦したものの、空
き缶でご飯を炊きました。

『ウォークラリー（ＷＲ）』ではセンターを出発し、京田辺市の
街中を各班でコマ地図を読み取り、課題を解決しながらゴー
ルを目指しました。所要時間６時間弱でしたが最後まで頑張
りました。ＷＲ後枚方市野外活動センターへ。
『ドラム缶風呂』
や『キャンプファイヤー』
を行いました。
４日目
今回のキャンプの集大成として、高いところから後ろ向き
に倒れ、それをみんなで支える
『トラストフォール』
に挑戦しま
した。キャンプ中に築き上げてきた信頼関係を確かめるよう
に、みんなの手の中に倒れていきました。受け止める側も真
剣でした。最後に、目標を掲げた旗に、それぞれの目標が達
成できたかを書き込み旗台に掲げてキャンプを終えました。
キャンプ中、中・高校生という集団の中でそれぞれの良い
所や、成長した部分を見ることが出来ました。一緒に活動を
することで、お互いに助け合う、協力等、仲間意識が芽生えて
いました。今回のキャンプで見せてくれた互いに信頼し、協力
し合うことなど、今後活かしてくれることを期待しています。
枚方市野外活動センター

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…

この４月に市役所に採用され「キャンプが仕事」になったこと

全員が手を挙げたのを確認し、すかさず、
「はい、では下ろし

にまず驚きました。キャンプリーダーの経験が無い私は「キャン

てー」。
８割の人が手を下ろしたのを見回した後に、
「って、下ろし

プは遊び」という先入観すら持っていました。
小学生の時に訪れ

たらあかんねんでー」。おなじみ
「命令ゲーム」の幕開けです。

て以来のキャンプ場で、慣れないキャンプ用語やキャンプの流

ゲームを進める側と受ける側との距離が一気に近づく瞬間で

れを先輩職員やキャンプカウンセラーから教えてもらいながら

もあります。時に１００名を超える人数を前にしても、たいしてプ

「キャンプ１年生」として学校に入学した気分でした。
そして初め

レッシャーを感じることなく、自分のおしゃべりや身振りで団体

て迎えた夏、私は子ども達のグループを担当させてもらいまし

のみなさんの思い出に残るような楽しい時間を過ごすことがで

た。子どもの笑顔や元気の良さを引き出すために真正面から向

きる…、ふと気づくと、自分がそんなとんでもない領域にいてる

き合い、子どもの気持ちになろうと、キャンプカウンセラーと一

ことを思い知ります。

緒にとにかく全力で過ごしました。

子どもの頃からキャンプを楽しんでいた私は、
４半世紀たって、

そんな毎日を過ごせば過ごすほどキャンプ場職員としての責

思いもかけずこんなところにいます。
きっと、今の自分の姿をそ

任の重さを感じ、これまでキャンプと無縁であった自分が担当

の頃の自分が見たら「このおっちゃんすげー」と驚いてくれるで

できるのかと悩みました。
しかし、キャンプ場にやって来た初日、

しょう。
これからの４半世紀、どんな道をたどってどこにたどり着

お互いに少し緊張して自己紹介している子ども達も、キャンプ

くのかは、まったく分からないですが、今の自分が
「うわー、この

ファイアーを囲む頃には手を繋ぎ大声で歌い、明日のプログラ

じいちゃんすげー！」
って思える大人になってればいいな、と思い

ムにワクワクしながら夜を過ごし、森の中を駆け回り、笑顔で

ながら仕事してます。

帰っていく姿に「キャンプの力」を感じ自分も挑戦してみようと
前向きになれました。
私のキャンプは始まったばかりですが、これからもキャンプ場
職員として、このキャンプを支えてくれるキャンプカウンセラー
と共に熱い毎日を過ごしていきたいと心に決めた夏でした。

大北 祐甫

・
・
・
・良いキャンプの村づくりは・
・
・良いくにづくりの縮図を体験 するようなもの・
・
・
・

ࡃࡓࠢࡋࡦߌ߹ߒߚ㧋
竹で焼き上げる手作りバームクーヘンは格別です！ぜひチャレンジしてください。

夏休みの終わりの日、総選挙は自民大
敗政権交代の形で終結した。政治の無責
任たらい回しに飽き飽きした結果か。こ
の変化は遅きにすぎたのかもしれない。
もし変革がもっと早く良い方向に転換し
ていたら日本のこどもたちにとっては幸
せだったのになどと思う。
とにかく、一夜明けて少し静かには
なったものの、これからの日本は本当に
大丈夫か不安がよぎる。課題山積の国家
運営、おおきなツケやムダ、日本の大掃
除の成功に国民の期待がかかる。命やこ
ころを大切にする若手政治家の活躍に
期待したい。
庭の芙蓉は沢山の大輪の花を付けて
今年も秋ですよと言わんばかり。どの花
もわずかに一日の命を精一杯咲いてい

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

る。これが自然のありさま。ところが今
年はヒグラシが時を待たずして早くに鳴
いたりして驚かされた。何か自然を取り
巻く地球の異変というか大地、空気、水
すべての環境に変化や異変を感じてな
らない。

長い梅雨、集中豪雨型の大雨、短い夏
の日照、台風の近海発生、気温の急変、
竜巻の発生、世界では森林火災、砂漠化
の加速、近海魚の異変、洪水、地震そし
て温暖化と氷河の融解などなど。さら
に、人間社会に絶えない紛争と貧困と経
済やエネルギーの摩擦、不況と失業など
多くの課題を考えるとイライラして落ち
着かないのは私だけなのだろうか。
キャンプの仲間が今年は明け切らぬ
梅雨に泣かされ、目に見えぬ敵「新型イ
ンフル」の防衛に特に気づかいをした夏
だった。しかし、大変な思いをし、熱のこ
もったときほど自然といかに共生するか
や人と人とがいかに共生するかを身近
に学びあえる良い機会になったと思う。

・
・
・
・地球環境の未 来 へ の保全継承のためにキャンプができる環境教育を考えよう・
・
・
・

大阪ＹＷＣＡ

みなさん、バームクーヘンってどうやってつくるか知って
いますか？百貨店の地下で、バームクーヘンがゆっくりと
回っているのを見たことはありませんか？普段はでき上が
りを買うだけのものを最初から手作りできるのも野外の醍
醐味ですよね。今回は、竹を使ったバームクーヘン作りを
紹介します。

中山 羊奈

＊竹の表面から真っ黒の油が浮いてくるまで炭火であぶる。
＊油が浮いてきたら、タオルでふく。
＜生地の焼き方＞
＊竹に20ｃｍくらいの幅でマーガリンをぬる。
＊竹をゆっくり回しながら、生地をぬっていく。
＊火の上にかざして、焦げ目がつくまで焼く。
＊１層目が焼けたら、生地をかけて、また焼く。
＊生地がなくなるまで焼き続ける。
＊焼けたら、両端を包丁で少し切り落とし、竹を下に押し付
けるようにして竹とバームクーヘンとの間に隙間を作り、竹
を回しながら抜く。

【材料】
（でき上がり：直径15cm 長さ20cm）
ホットケーキミックス800ｇ/マーガリン800ｇ/砂糖480ｇ/卵24個
① ボールに卵、砂糖を入れてまぜる。
② ①に溶かしたマーガリンを入れる。
③ ②にホットケーキミックスを入れて軽くまぜる。
※ねらない、ダマがあっても気にしない。

ࡐࠗࡦ࠻㧋
◎最初は竹に生地がつきにくく、
ポタポタと落ちてしまいます。
下にバットなどをひいて、ゆっくり回しながらつけましょう。
◎焦げ目が年輪となるので、表面がしっかりキツネ色になっ
てから次の生地をかけましょう。

＜竹を用意＞
＊竹を洗い、ふしを紙やすりでけずって平らにする。
＊ふしごとに空気穴をあける。
（※破裂防止のためです。必
ずあけましょう。）

4

5

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

Vol. 70

9
0
プ
ン
ャ
キ
ジ
ン
レ
ャ
中高生チ

ポ ラリス

カヌーに乗り込み
みんな協力して川下り
息を合わせて
Let sGO！
お互いを信頼しあって
トラストフォール
体を棒のようにして
バックフライング

キャンプへの思い

「とんでもない」のその先へ

キャンプの旗を掲げて記念撮影
最高の笑顔でまた会おうね！

突然、キャンプが「仕事」
になった

財団法人大阪市青少年活動協会

茨木市青少年野外活動センター

鈴木 忠範
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「船長さんが言いました。右手を挙げてください」
。

３日目

8月4日（火）〜7日（金）の４日間『冒険』をテーマに中学生
２人、高校生７人が旅へ！
！
１日目
ＪＲ津田駅に集合し、笠置キャンプ場へ行きました。
『旗作
り』は《中高生チャレンジキャンプ ０９》の文字と、個人目標は
手の平の形の中に書き込み、全体での目標も掲げました。
『かまど作り・薪拾い』、流木や枯れ枝などを集め、石を拾いか
まどを作り自炊を行いました。初めての体験でも協力し、楽
しく行われました。夜は『焚き火を囲んでの親睦』。お互いを
もっと知るための質問を聞きあい、みんなにお披露目。その
後は、楽器隊も加わりテーマソング等を歌って夜が更けてい
きました。
２日目
『川下り』では、Eボート（10人乗りカヌー）に乗り込み、みん
なで協力してパドルを漕ぎ、笠置キャンプ場から泉大橋まで、
木津川約１５kmを下りました。途中で、川遊びも楽しみまし
た。木津の駅から電車での移動の後、スーパーで夕食と朝食
の買出しを行い、京田辺市野外活動センターに到着。
『夕食』
では、購入した食材を調理し、個人では、苦戦したものの、空
き缶でご飯を炊きました。

『ウォークラリー（ＷＲ）』ではセンターを出発し、京田辺市の
街中を各班でコマ地図を読み取り、課題を解決しながらゴー
ルを目指しました。所要時間６時間弱でしたが最後まで頑張
りました。ＷＲ後枚方市野外活動センターへ。
『ドラム缶風呂』
や『キャンプファイヤー』
を行いました。
４日目
今回のキャンプの集大成として、高いところから後ろ向き
に倒れ、それをみんなで支える
『トラストフォール』
に挑戦しま
した。キャンプ中に築き上げてきた信頼関係を確かめるよう
に、みんなの手の中に倒れていきました。受け止める側も真
剣でした。最後に、目標を掲げた旗に、それぞれの目標が達
成できたかを書き込み旗台に掲げてキャンプを終えました。
キャンプ中、中・高校生という集団の中でそれぞれの良い
所や、成長した部分を見ることが出来ました。一緒に活動を
することで、お互いに助け合う、協力等、仲間意識が芽生えて
いました。今回のキャンプで見せてくれた互いに信頼し、協力
し合うことなど、今後活かしてくれることを期待しています。
枚方市野外活動センター

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…

この４月に市役所に採用され「キャンプが仕事」になったこと

全員が手を挙げたのを確認し、すかさず、
「はい、では下ろし

にまず驚きました。キャンプリーダーの経験が無い私は「キャン

てー」。
８割の人が手を下ろしたのを見回した後に、
「って、下ろし

プは遊び」という先入観すら持っていました。
小学生の時に訪れ

たらあかんねんでー」。おなじみ
「命令ゲーム」の幕開けです。

て以来のキャンプ場で、慣れないキャンプ用語やキャンプの流

ゲームを進める側と受ける側との距離が一気に近づく瞬間で

れを先輩職員やキャンプカウンセラーから教えてもらいながら

もあります。時に１００名を超える人数を前にしても、たいしてプ

「キャンプ１年生」として学校に入学した気分でした。
そして初め

レッシャーを感じることなく、自分のおしゃべりや身振りで団体

て迎えた夏、私は子ども達のグループを担当させてもらいまし

のみなさんの思い出に残るような楽しい時間を過ごすことがで

た。子どもの笑顔や元気の良さを引き出すために真正面から向

きる…、ふと気づくと、自分がそんなとんでもない領域にいてる

き合い、子どもの気持ちになろうと、キャンプカウンセラーと一

ことを思い知ります。

緒にとにかく全力で過ごしました。

子どもの頃からキャンプを楽しんでいた私は、
４半世紀たって、

そんな毎日を過ごせば過ごすほどキャンプ場職員としての責

思いもかけずこんなところにいます。
きっと、今の自分の姿をそ

任の重さを感じ、これまでキャンプと無縁であった自分が担当

の頃の自分が見たら「このおっちゃんすげー」と驚いてくれるで

できるのかと悩みました。
しかし、キャンプ場にやって来た初日、

しょう。
これからの４半世紀、どんな道をたどってどこにたどり着

お互いに少し緊張して自己紹介している子ども達も、キャンプ

くのかは、まったく分からないですが、今の自分が
「うわー、この

ファイアーを囲む頃には手を繋ぎ大声で歌い、明日のプログラ

じいちゃんすげー！」
って思える大人になってればいいな、と思い

ムにワクワクしながら夜を過ごし、森の中を駆け回り、笑顔で

ながら仕事してます。

帰っていく姿に「キャンプの力」を感じ自分も挑戦してみようと
前向きになれました。
私のキャンプは始まったばかりですが、これからもキャンプ場
職員として、このキャンプを支えてくれるキャンプカウンセラー
と共に熱い毎日を過ごしていきたいと心に決めた夏でした。

大北 祐甫

・
・
・
・良いキャンプの村づくりは・
・
・良いくにづくりの縮図を体験 するようなもの・
・
・
・

ࡃࡓࠢࡋࡦߌ߹ߒߚ㧋
竹で焼き上げる手作りバームクーヘンは格別です！ぜひチャレンジしてください。

夏休みの終わりの日、総選挙は自民大
敗政権交代の形で終結した。政治の無責
任たらい回しに飽き飽きした結果か。こ
の変化は遅きにすぎたのかもしれない。
もし変革がもっと早く良い方向に転換し
ていたら日本のこどもたちにとっては幸
せだったのになどと思う。
とにかく、一夜明けて少し静かには
なったものの、これからの日本は本当に
大丈夫か不安がよぎる。課題山積の国家
運営、おおきなツケやムダ、日本の大掃
除の成功に国民の期待がかかる。命やこ
ころを大切にする若手政治家の活躍に
期待したい。
庭の芙蓉は沢山の大輪の花を付けて
今年も秋ですよと言わんばかり。どの花
もわずかに一日の命を精一杯咲いてい

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

る。これが自然のありさま。ところが今
年はヒグラシが時を待たずして早くに鳴
いたりして驚かされた。何か自然を取り
巻く地球の異変というか大地、空気、水
すべての環境に変化や異変を感じてな
らない。

長い梅雨、集中豪雨型の大雨、短い夏
の日照、台風の近海発生、気温の急変、
竜巻の発生、世界では森林火災、砂漠化
の加速、近海魚の異変、洪水、地震そし
て温暖化と氷河の融解などなど。さら
に、人間社会に絶えない紛争と貧困と経
済やエネルギーの摩擦、不況と失業など
多くの課題を考えるとイライラして落ち
着かないのは私だけなのだろうか。
キャンプの仲間が今年は明け切らぬ
梅雨に泣かされ、目に見えぬ敵「新型イ
ンフル」の防衛に特に気づかいをした夏
だった。しかし、大変な思いをし、熱のこ
もったときほど自然といかに共生するか
や人と人とがいかに共生するかを身近
に学びあえる良い機会になったと思う。

・
・
・
・地球環境の未 来 へ の保全継承のためにキャンプができる環境教育を考えよう・
・
・
・

大阪ＹＷＣＡ

みなさん、バームクーヘンってどうやってつくるか知って
いますか？百貨店の地下で、バームクーヘンがゆっくりと
回っているのを見たことはありませんか？普段はでき上が
りを買うだけのものを最初から手作りできるのも野外の醍
醐味ですよね。今回は、竹を使ったバームクーヘン作りを
紹介します。

中山 羊奈

＊竹の表面から真っ黒の油が浮いてくるまで炭火であぶる。
＊油が浮いてきたら、タオルでふく。
＜生地の焼き方＞
＊竹に20ｃｍくらいの幅でマーガリンをぬる。
＊竹をゆっくり回しながら、生地をぬっていく。
＊火の上にかざして、焦げ目がつくまで焼く。
＊１層目が焼けたら、生地をかけて、また焼く。
＊生地がなくなるまで焼き続ける。
＊焼けたら、両端を包丁で少し切り落とし、竹を下に押し付
けるようにして竹とバームクーヘンとの間に隙間を作り、竹
を回しながら抜く。

【材料】
（でき上がり：直径15cm 長さ20cm）
ホットケーキミックス800ｇ/マーガリン800ｇ/砂糖480ｇ/卵24個
① ボールに卵、砂糖を入れてまぜる。
② ①に溶かしたマーガリンを入れる。
③ ②にホットケーキミックスを入れて軽くまぜる。
※ねらない、ダマがあっても気にしない。

ࡐࠗࡦ࠻㧋
◎最初は竹に生地がつきにくく、
ポタポタと落ちてしまいます。
下にバットなどをひいて、ゆっくり回しながらつけましょう。
◎焦げ目が年輪となるので、表面がしっかりキツネ色になっ
てから次の生地をかけましょう。

＜竹を用意＞
＊竹を洗い、ふしを紙やすりでけずって平らにする。
＊ふしごとに空気穴をあける。
（※破裂防止のためです。必
ずあけましょう。）
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大阪府キャンプ協会 調査研究部会

「地域社会とキャンプ」

人。
ようやく高島市としても森林に対する意識が変わっ
てきたようです。

〜地 域の森 林 拠 点として〜

援助を生み出すノウハウと社会的役割と
これまで滋賀県では、子どもの自然体験学習の場とし
て、全県小学5年生を対象に学習船「湖の子」
（うみのこ）
事業を行っていましたが、森林税6億円の税収をもとに、

大阪府キャンプ協会

予 告

素敵世代野外学校

日

日

〜シニア世代のためのアウトドアカレッジ〜

（1泊2日）
程 11月28日（土）〜 29日（日）

場 所 府立総合青少年野外活動センター（宿舎泊）

B U C対 象 事

業

2009年から森林環境学習「やまのこ」事業を開催する

参加費 一般8,000円・会員7,000円（宿泊費･食事代・保険料含む）

近年、社会の課題をビジネスの手法で解決しようとい

ことになりました。その８拠点の一つとして麻生里山セ

対 象 ●キャンプを通して社会貢献を考える方、野外活動や自

う
「社会起業」
が注目を集めています。私たちのキャンプ

ンターがこの事業を請け負っています。高島市内17校

然観察、環境保全に興味のある方。
（概ね５５歳以上の方）

も、
これまで社会教育や環境教育の分野では、大きな社

のほか他市からも受け入れ、
その専任指導員2人分の助

●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。

会の役割の一部を担ってきました。
ところが担い手とな

成を県から得ています。また、高島市が主催、一般を対

るNPOなどの民間団体が運営するキャンプは、昨今、資

象とする
「高島森林体験学校」
も請け負っています。
その

金難や人材不足など厳しい運営を迫られているのが実

他、
センターとして受け入れている一般利用、年間を通

情です。
その中で、地域の環境教育の拠点として、
また企

じた催事など、4年目を迎え、
ますますその活動は広がり

業と協働しながら、活動を軌道に乗せた団体がありま

を見せています。

す。滋賀県高島市くつきの森を活動の場とするNPO法

※この事業は大阪府の「山に親しむ月間」
共催事業として実施いたします。

また、企業の協賛も見逃せません。太陽生命が企業の

主 催 ㈳日本キャンプ協会 ㈶関西テレビ青少年育成事業団
主 管 大阪府キャンプ協会

TEL 06-6167-1200
★助成事業 決定★

（事業成果等詳細につきましては、広報誌等で後日報告いただく予定です。）

CD 塾｢酒井哲雄のキャンプの世界Ⅱ」 BUC対象事業
〜阿南から東京から、明日のキャンプを考える〜

人麻生里山センターは、県や市の森林活動拠点として、

ＣＳＲ事業として、2007年からセンターと
「琵琶湖・高

日

今、重要な役割を担いつつあります。

島森林づくりパートナー協定書」を結び、150haの内、

場 所 大阪YMCA国際文化センター

12.7haを太陽生命くつきの森林（もり）
として管理して

※時間・参加費等詳細につきましては、チラシ・HP等でご案内いたします。

きっかけは
「ゴミの不法投棄」

程 2010年2月6日（土）〜7日（日）
（１泊２日･日帰り可）

場 所 大阪府立羽衣青少年センター 宿泊：大阪国際ユースホステル

今年度より新たに「事業助成」制度を設けました。助成対象事
業は「調査研究」
「指導者養成」事業に限定していますが、今
回は４事業に助成することとなりました。

定 員 30名

予 告

リスクマネジメントセミナー BUC対象事業

程 12月5日（土）
・6日（日）
（日帰り2日間）

申請者
永吉 宏英

事業名
事業種別
指導者養成 関西野外活動ミーティング2010

酒井 哲雄

指導者養成 ネイチャーキャンプ指導者養成講習会

ＮＰＯ法人 ナック（ＮＡＣ） 指導者養成 イニシアティブゲーム体験講習会
精神障害者キャンプ実施のための
方法の研究

調査研究

ＮＰＯ法人 キャンピズ

います。高島市の試算によると、
この森林が環境に貢献

NPO法人麻生里山センター（玉垣勝理事長）は、
2006年4月から高島市の指定管理を受け、
やまね館（旧

する度合は、二酸化炭素の吸収量に換算し、81.3トンだ

ユースサービス大阪

そうです。

秋〜冬

ガールスカウトセンター）
を拠点として、
くつきの森の運

このセンターで中心的な役割を果たす中村さんは
「指

営管理を行っています。2001年朝日新聞社が朝日の森

定管理料は人件費と施設管理費でほとんど消えてゆく。

から撤退した後、村では林道のゴミの不法投棄が問題

来年5年目の指定管理の更新の問題。施設の老朽化の

になりました。
当時の朽木村村長で現・NPO理事長の玉

問題などいろいろと不安を抱えるが、企業がもっと自然

垣さんが新聞社と交渉し、1億円で土地を譲り受け、当

環境の保護の観点から参画してくれるなど、他からの援

初はくつき村公社が指定管理者になります。
しかし採算

助により、地域の中でのセンターの役割はこれからもま

が合わないので、
これを放棄。地元麻生地区の人たちに

すます重要になってくる」
と話します。

より、麻生里山センターを設立したという、理念というよ

行政や企業からの援助を生みだすノウハウを持ち、地

りも、
「ゴミの不法投棄」
という森の管理の方が先行した

域の中で森林拠点としての社会的役割を担う同セン

という経緯があります。

ターは、私たちのこれからの活動の在り方に大きな示唆

2005年1月、朽木村は高島市に合併されました。高島

を与えてくれます。

市の3分の１に当たる森林780haのほとんどが旧朽木
村にあります。高島市の人口5万人に対し、朽木は2千

申込み・問合わせ:ハートプロジェクト推進室
TEL 06-6167-1200 FAX 06-6167-1201

キャンプ指導者講習会

※ 各コ ー ス 共 、希 望 者 は
キャンプインストラクター
テーマ
コミュニケーションスキル・冒険 ネイチャースキル・ワイド ネイチャースキル・ディープ アウトドアスキル・ベーシック 資格が取得できます。
（別
途費用必要）
１月19日
（火）
日程 理論① 11月4日
11月17日
12月8日
（水）
（火）
（火）
※ B・C コ ー ス 受 講 者 は
１月21日
（木）
理論② 11月5日
11月18日
12月10日
（木）
（水）
（木）
CONEリーダー登録（自然
（日） 体験活動指導者）ができま
実習
11月7
（土）〜8日（日） 11月21日（土）〜22日（日） １２月１２日
（土）〜13日
（日） １月23日（土）〜24日
す。
（別途費用必要）

A コース

会場 理論
実習
定員
参加費

B コース

特定非営利活動法人アサヒキャンプ
キャンプ長 中村茂高

D コース

大阪市立中央青年センター（19時〜21時）
府立総合青少年野外 府立少年自然の家
府立総合青少年野外 東 大 阪 市 立 野 外 活 動
センター
活動センター
活動センター
各コース 20名
各コース １2，
０００円(学生8，
０００円)

問合せ先：NPO法人ナック（NAC）事務所 Eメール nac@npo-nac.jp
FAX 06-4308-5980

大阪CONE連絡会
スキルアップセミナー
1コース

２コース

３コース

4コース

日程

10月24日（土）〜25日（日）

11月29日（日）

平成22年2月7日（日）

①草刈機10月24日（土）25日（日）
②チェンソー11月28・29日・12月6日

内容

農と食育プログラム実践
―秋の山里体験

奈良公園の自然観察

人間交流術が高まるアイ
スブレーキングを学ぼう!!

草刈機・チェンソー講習会

会場

神河町地域交流センター
（兵庫県）

奈良公園大仏池コ−ス

大阪城公園内

南河内郡河南町持尾

参加費

5,400円

企画運営

（財）育てる会

1,000円
1,000円
奈良・自然への感動を伝える会 財）大阪府レクリエーション協会
「ならなぎ」
・シニア自然大学
ネイチャーレク研究会

新会員名簿（9月15日現在

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

C コース

敬称略

①10,000円

②15,000円

NPO法人里山倶楽部

順不同）

佐久間 英謙

澤田 裕之

比果 伸介

吉田 誠司

斉藤 彩香

玉木 美里

佐々木 康恵

岡田 華奈

吉岡 達哉

大亀 のぞみ

伊原 久美子

中馬 憲昭

松田 朝子

永野 慎也

寺薗 知子

鈴木 舞

北住 友紀

江口 茜

榎本 紋子

宮本 修司

秋本 武志

難波 千紘

見村 隼人

正法地 浩

徳永 真由子

三野 さくら

植野 早央里

神澤 尚

岡本 悟

和田 政人

寒谷 平

橋本 久志

森本 征夫

小林 未奈

西村 梓

田中 芳佳

前村 一哉

野間 秀和

盛矢 詳

久保 麻加

佐野 潤

伴 いずみ

井上 弘一

杉江 ちひろ

仲宗根 政美

西澤 菜々子

宮下 幸子

川中 義博

杉本 祥規
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ようやく高島市としても森林に対する意識が変わっ
てきたようです。

〜地 域の森 林 拠 点として〜

援助を生み出すノウハウと社会的役割と
これまで滋賀県では、子どもの自然体験学習の場とし
て、全県小学5年生を対象に学習船「湖の子」
（うみのこ）
事業を行っていましたが、森林税6億円の税収をもとに、

大阪府キャンプ協会

予 告

素敵世代野外学校

日

日

〜シニア世代のためのアウトドアカレッジ〜

（1泊2日）
程 11月28日（土）〜 29日（日）

場 所 府立総合青少年野外活動センター（宿舎泊）

B U C対 象 事

業

2009年から森林環境学習「やまのこ」事業を開催する

参加費 一般8,000円・会員7,000円（宿泊費･食事代・保険料含む）

近年、社会の課題をビジネスの手法で解決しようとい

ことになりました。その８拠点の一つとして麻生里山セ

対 象 ●キャンプを通して社会貢献を考える方、野外活動や自

う
「社会起業」
が注目を集めています。私たちのキャンプ

ンターがこの事業を請け負っています。高島市内17校

然観察、環境保全に興味のある方。
（概ね５５歳以上の方）

も、
これまで社会教育や環境教育の分野では、大きな社

のほか他市からも受け入れ、
その専任指導員2人分の助

●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。

会の役割の一部を担ってきました。
ところが担い手とな

成を県から得ています。また、高島市が主催、一般を対

るNPOなどの民間団体が運営するキャンプは、昨今、資

象とする
「高島森林体験学校」
も請け負っています。
その

金難や人材不足など厳しい運営を迫られているのが実

他、
センターとして受け入れている一般利用、年間を通

情です。
その中で、地域の環境教育の拠点として、
また企

じた催事など、4年目を迎え、
ますますその活動は広がり

業と協働しながら、活動を軌道に乗せた団体がありま

を見せています。

す。滋賀県高島市くつきの森を活動の場とするNPO法

※この事業は大阪府の「山に親しむ月間」
共催事業として実施いたします。

また、企業の協賛も見逃せません。太陽生命が企業の

主 催 ㈳日本キャンプ協会 ㈶関西テレビ青少年育成事業団
主 管 大阪府キャンプ協会

TEL 06-6167-1200
★助成事業 決定★

（事業成果等詳細につきましては、広報誌等で後日報告いただく予定です。）

CD 塾｢酒井哲雄のキャンプの世界Ⅱ」 BUC対象事業
〜阿南から東京から、明日のキャンプを考える〜

人麻生里山センターは、県や市の森林活動拠点として、

ＣＳＲ事業として、2007年からセンターと
「琵琶湖・高

日

今、重要な役割を担いつつあります。

島森林づくりパートナー協定書」を結び、150haの内、

場 所 大阪YMCA国際文化センター

12.7haを太陽生命くつきの森林（もり）
として管理して

※時間・参加費等詳細につきましては、チラシ・HP等でご案内いたします。

きっかけは
「ゴミの不法投棄」

程 2010年2月6日（土）〜7日（日）
（１泊２日･日帰り可）

場 所 大阪府立羽衣青少年センター 宿泊：大阪国際ユースホステル

今年度より新たに「事業助成」制度を設けました。助成対象事
業は「調査研究」
「指導者養成」事業に限定していますが、今
回は４事業に助成することとなりました。

定 員 30名

予 告

リスクマネジメントセミナー BUC対象事業

程 12月5日（土）
・6日（日）
（日帰り2日間）

申請者
永吉 宏英

事業名
事業種別
指導者養成 関西野外活動ミーティング2010

酒井 哲雄

指導者養成 ネイチャーキャンプ指導者養成講習会

ＮＰＯ法人 ナック（ＮＡＣ） 指導者養成 イニシアティブゲーム体験講習会
精神障害者キャンプ実施のための
方法の研究

調査研究

ＮＰＯ法人 キャンピズ

います。高島市の試算によると、
この森林が環境に貢献

NPO法人麻生里山センター（玉垣勝理事長）は、
2006年4月から高島市の指定管理を受け、
やまね館（旧

する度合は、二酸化炭素の吸収量に換算し、81.3トンだ

ユースサービス大阪

そうです。

秋〜冬

ガールスカウトセンター）
を拠点として、
くつきの森の運

このセンターで中心的な役割を果たす中村さんは
「指

営管理を行っています。2001年朝日新聞社が朝日の森

定管理料は人件費と施設管理費でほとんど消えてゆく。

から撤退した後、村では林道のゴミの不法投棄が問題

来年5年目の指定管理の更新の問題。施設の老朽化の

になりました。
当時の朽木村村長で現・NPO理事長の玉

問題などいろいろと不安を抱えるが、企業がもっと自然

垣さんが新聞社と交渉し、1億円で土地を譲り受け、当

環境の保護の観点から参画してくれるなど、他からの援

初はくつき村公社が指定管理者になります。
しかし採算

助により、地域の中でのセンターの役割はこれからもま

が合わないので、
これを放棄。地元麻生地区の人たちに

すます重要になってくる」
と話します。

より、麻生里山センターを設立したという、理念というよ

行政や企業からの援助を生みだすノウハウを持ち、地

りも、
「ゴミの不法投棄」
という森の管理の方が先行した

域の中で森林拠点としての社会的役割を担う同セン

という経緯があります。

ターは、私たちのこれからの活動の在り方に大きな示唆

2005年1月、朽木村は高島市に合併されました。高島

を与えてくれます。

市の3分の１に当たる森林780haのほとんどが旧朽木
村にあります。高島市の人口5万人に対し、朽木は2千

申込み・問合わせ:ハートプロジェクト推進室
TEL 06-6167-1200 FAX 06-6167-1201

キャンプ指導者講習会

※ 各コ ー ス 共 、希 望 者 は
キャンプインストラクター
テーマ
コミュニケーションスキル・冒険 ネイチャースキル・ワイド ネイチャースキル・ディープ アウトドアスキル・ベーシック 資格が取得できます。
（別
途費用必要）
１月19日
（火）
日程 理論① 11月4日
11月17日
12月8日
（水）
（火）
（火）
※ B・C コ ー ス 受 講 者 は
１月21日
（木）
理論② 11月5日
11月18日
12月10日
（木）
（水）
（木）
CONEリーダー登録（自然
（日） 体験活動指導者）ができま
実習
11月7
（土）〜8日（日） 11月21日（土）〜22日（日） １２月１２日
（土）〜13日
（日） １月23日（土）〜24日
す。
（別途費用必要）

A コース

会場 理論
実習
定員
参加費

B コース

特定非営利活動法人アサヒキャンプ
キャンプ長 中村茂高

D コース

大阪市立中央青年センター（19時〜21時）
府立総合青少年野外 府立少年自然の家
府立総合青少年野外 東 大 阪 市 立 野 外 活 動
センター
活動センター
活動センター
各コース 20名
各コース １2，
０００円(学生8，
０００円)

問合せ先：NPO法人ナック（NAC）事務所 Eメール nac@npo-nac.jp
FAX 06-4308-5980

大阪CONE連絡会
スキルアップセミナー
1コース

２コース

３コース

4コース

日程

10月24日（土）〜25日（日）

11月29日（日）

平成22年2月7日（日）

①草刈機10月24日（土）25日（日）
②チェンソー11月28・29日・12月6日

内容

農と食育プログラム実践
―秋の山里体験

奈良公園の自然観察

人間交流術が高まるアイ
スブレーキングを学ぼう!!

草刈機・チェンソー講習会

会場

神河町地域交流センター
（兵庫県）

奈良公園大仏池コ−ス

大阪城公園内

南河内郡河南町持尾

参加費

5,400円

企画運営

（財）育てる会

1,000円
1,000円
奈良・自然への感動を伝える会 財）大阪府レクリエーション協会
「ならなぎ」
・シニア自然大学
ネイチャーレク研究会

新会員名簿（9月15日現在

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

C コース

敬称略

①10,000円

②15,000円

NPO法人里山倶楽部

順不同）

佐久間 英謙

澤田 裕之

比果 伸介

吉田 誠司

斉藤 彩香

玉木 美里

佐々木 康恵

岡田 華奈

吉岡 達哉

大亀 のぞみ

伊原 久美子

中馬 憲昭

松田 朝子

永野 慎也

寺薗 知子

鈴木 舞

北住 友紀

江口 茜

榎本 紋子

宮本 修司

秋本 武志

難波 千紘

見村 隼人

正法地 浩

徳永 真由子

三野 さくら

植野 早央里

神澤 尚

岡本 悟

和田 政人

寒谷 平

橋本 久志

森本 征夫

小林 未奈

西村 梓

田中 芳佳

前村 一哉

野間 秀和

盛矢 詳

久保 麻加

佐野 潤

伴 いずみ

井上 弘一

杉江 ちひろ

仲宗根 政美

西澤 菜々子

宮下 幸子

川中 義博

杉本 祥規
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OSAKA CAMPING ASSOCIATION
新しい出会いがあるかもね。
Vol.

子どもたちとキャンプ

2009 年秋号
平成21年10月15 日

大阪府キャンプ協会 常任理事／大阪ＹＭＣＡ 副総主事 石原 福造
編 集／大阪府キャンプ協会

この夏も多くの子どもたちがＹＭＣＡキャ
ンプに参加しました。不安と期待を胸に秘め
てキャンプ生活を送ったことだと思います。
ＹＭＣＡのキャンプでは、
自然に親しむこと、
楽しむことのみにならず、ＹＭＣＡが持つ基本
理念である全人教育のもとに、青少年を自然
の中で行う諸活動、特に体験活動によって、豊
かな心と体を育む人間教育として実施してい
ます。
子どもたちにとってキャンプとは、そこそ
こ非日常性へのチャレンジなのです。自分達
で考え、自分達で作っていくプログラムの楽
しさは格別ですが、それらを通してひとりひ
とりの協調性、創造性が育っていくことも事
実です。
また、安全教育の視点からＹＭＣＡでは、安
全で楽しいキャンプを常に目指しています。
そして、キャンプのスポーツプログラムとし
てはヨット、カヌー、ボート、水泳などがあ
げられますが、ただこれらのスポーツを楽し
むだけでではなく、これらのプログラムを通
して、キャンパーが安全について考えるとい
う事が望まれています。また、野外での生活
には絶えず危険が伴うという意味では、キャ
ンプこそ、子ども達の冒険へのチャレンジで
あり安全教育のよい場でもあるのです。子ど
もたちが冒険を楽しむと言うことは、少し危

事務局日誌
■7月14日（火）
■7月14日（火）
■7月18日（土）
〜19日（日）
■9月10日（木）
■10月10日（土）
〜12日（月）

ないことが出来るから楽しいのであって、そ
の瞬間、今個々に生きていることを実感する
のです。
指導者の役割はそれをいかに安全に体験さ
せるかということにかかっています。安全が
確保されて初めて遊ぶことが楽しいといえる
からです。
冒険をするときには、後ろで見守る人の存
在がきわめて重要です。万全の体制を取り、
全体を見守りながら環境と状況に対応し安全
の確保を行うことが大切なのです。
自然の中で遊ぶことは子どもをいきいきと
させます。十分な備えがあれば体験と練習で
楽しいキャンプになり、チャレンジに対する
自己達成の喜びにもなるのです。一人一人が
それぞれのやり方で自分なりの目標を自分の
力で達成していく、こうした経験を通して、
子ども達は自分の存在を改めて確認し、大切
に思う気持ちに気づくかもしれません。
社会性や豊かな人間性を育むためには、成
長段階に応じて自然での長期宿泊活動など様
々な体験活動を行うことが極めて有意義な活
動であるとされています。
この夏もたくさんの子どもたちがキャンプ
を通して様々な体験をし、新しい出会いの中
で多くの仲間ができたことであると確信して
います。

編集後記
広報部会（大阪府森之宮庁舎）
専門委員会（大阪府森之宮庁舎）
家族的野外活動学校
（東大阪市立野外活動センター）
常任理事会（大阪府森之宮庁舎）
全国キャンプ大会
（国立室戸青少年自然の家）

実りの秋となりました。キャンプに
おいても食べる楽しみを満喫して
ほしいと思います。
（城越）

編集：大阪府キャンプ協会 広報部会
城越幸一、武村尚史、中山羊奈、
橋本啓、橋本恵典、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。
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発行者／吉水泰彦

〒536-0025 大阪市城東区森之宮1-6-102 森之宮庁舎２階 ユースサービス大阪内
TEL : 06-6167-1200 FAX : 06-6167-1201 Contact : osaka@camping.or.jp
ホームページ : http://www.osaka-camping.jp

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

家族的野外活動学校

ファミリーキャンプ
のすすめ！
日程
場所

７月 18 日（土）〜19 日（日）
東大阪市立野外活動センター自由の森なるかわ

たまのお休み、仕事を持つ親にとってはゆっくりしたいところです
ね。でも「子どもとの時間もとりたい」
、そして
「できればいい体験をさせ
たい」
とも願います。
子どもの頃、やけに面白かったキャンプファイヤー。
「少しは休みなさい」と言われながら走り回ったこと、煙で大変だった野
外すいさん。でも、嫌いなものも自然に食べられたことなどを思い出すと、
それなら「やっぱりキャンプ」。
今年も 7 月に開催した「家族的野外活動学校」。９家族２９人（内、子どもは
３歳から１３歳まで１６人）を迎え、野外クッキングやキャンプファイヤー、
ハンドクラフトなど定番のキャンププログラムと幼児や低学年でも楽しめる
「宝さがし」など、ちょっと欲張ったメニューを盛り込んで行いました。
参加動機は「家族の思い出作りができるかなと思って」「家族で参加できる
事がよかったので」など、家族で楽しむためだったり、
「キャンプの経験があま
りない子どもたちなので…」
「 自分自身、久しぶりにキャンプをしたくなり、子
どもにも…」と、
子どもに体験させることに重きを置いた家族は、
「 楽しみ」プラ
スアルファを期待してキャンプに参加しているようでした。
保護者にとって、普段の生活環境でないところ、そして、刃物や火など危な
初対面でも仲良くなれるアイスブレイク
いものを扱うこともあり、いろいろ心配なので目を光らせます。最初は「怪我
をしないように…」と見ているのですが、ふと、子どものいろんなことに気づく
のです。
「 ちゃんと人の話を聞いてるんだ」とか「意外と慎重なんだ」「
、優しいと
ころもあるんだ」など…。
「少し、口を出さずに見守ろう」と子どもウォッチン
グが始まります。
よく見ると、まずは３〜５
人のグループで遊びだし、ま
た、
他のグループに入り、
また、
離れて他のグループと一緒に
なり、自分の気持ちに素直に
楽しんでいることに気づきま
みんなで盛り上がったキャンプファイアー
す。
そのような中で、それなり
の序列とルールが生まれ、そして、子ども同士でコミュニケーション
を育み、グループの一員として、キャンプを一生懸命に楽しんでいる
ことを目撃することでしょう。
子どもの輝く目を見たくなったら、みなさんも家族でキャンプに出
かけてみませんか。
（財）大阪府地域福祉推進財団 坂谷 恵司
（大阪府キャンプ協会 指導者養成・会員事業部会）

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

楽しかった２日間。
いい笑顔で！

