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新しい出会いがあるかもね。
Vol.

異業種からの野外活動施設の指定管理運営 Ⅱ

2010 年春号

大阪府キャンプ協会 理事／大阪府立総合青少年野外活動センター 所長
指定管理者 大阪府森林組合 菅沼 肇

前回、歴史ある大阪府立総合青少年野外活動セン
ターを指定管理者として運営に至った経緯や運営に
あたって財団法人大阪府青少年活動財団（以下 財団）
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平成22年4月15日

編 集／大阪府キャンプ協会

とがいっぱいです。
そんな中、
日々センターを訪れる子

発行者／吉水泰彦

どもたちに楽しんでもらえるよう頑張っています。
昭和42年に開設された当センターは、今年で42年

との協力関係などを記しました。財団との関係には、

の歴史を刻んでまいりました。開設当初は「東洋一の

その他にも財団が主催するキャンプ事業やＮＯＳ
（能

キャンプ場」
と呼ばれ全国的にも草分け的な施設とし

勢アウトドアスクール）
の事があります。
ＮＯＳは、
利用

て多くの利用者を受け入れてきましたが、残念ながら

者である大学や専門学校などを財団が主催してセンタ

平成23年3月をもって施設の廃止が決定されました。

ーに連れてくるというスタイルです。
名前通り能勢がフ

私自身、学生の頃キャンプカウンセラーとしてこの
「山」

ィールドの事業であり、
センターの年間利用者数の4分

で青春時代を過ごしましたので、故郷が無くなるよう

の1強を占めています。
まさにセンターにとっては主要

な気持ちです。センターを訪れた多くのキャンパーが

な顧客であり十分な協力体制をとっています。

同じような気持ちを抱いているのではないでしょうか。

さて、指定管理者制度については、色々な所で検証

今のところ廃止後の跡地の在り方について具体的な方

がなされています。我々にとって、新しいビジネスチャ

策がでていません。
ぜひ、
形を変えてでも施設が残るよ

ンスがあったわけですが、指定管理者制度には功罪色

うな方法をご検討いただきたいと切に願うものです。

々な側面があります。施設運営にフレッシュな風を吹

さて、廃止が決まった後の運営というのはなかなか

き込むという点、新規参入者による異業種のノウハウ

難しいものです。先々まで使うと思うからこそ修繕等

の導入、
コストダウンによる運営経費の節減など良い

にも力が入るものですが、先の見通しがないと
「あと１

点もたくさんありますが、一方で自前の直営施設でな

〜２年もてばいい」
という気持ちについついなってし

いことや期間を限られた運営（当施設では5年間の指

まいます。廃止後の雇用の問題もあり、そういう職員

定管理）により将来を見据えた投資が行えない、
コス

のモチベーションを維持するのが大変です。
しかし、

トダウンによりややもすれば従業員にしわよせがいく

閉鎖されるまでは利用者もあるわけですから、決して

こと、雇用の不安定化など難しい問題がたくさんあり

手を抜くことなく最後までしっかりと運営していきた

ます。
また、契約当初に決められた金額で5年間行くた

いと思います。

め、
その後の社会情勢の変化（急激な物価の上昇やイ

また、長年にわたりご愛顧を頂いた利用者や関係者

ンフルエンザの流行など）
に対して増額などは行われ

の方々にセンターにお越しいただく機会を設けたいと

ず、一方では財政状況の改革を理由に一方的な予算

考えています。その際にはご案内をいたしますので、

削減など、受け手にとってはそんな理不尽なと思うこ

ぜひご来場くださいますようお願いいたします。

〒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
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。

関西野外活動ミーティング2010
幼 児 キ ャ ン プ
その効果と可能性をさぐる

《平成21年度大阪府キャンプ協会助成対象事業》
《日本キャンプ協会BUC対象事業》

◉匠に学ぶ〜技の競演〜
【日時】
2010年2月27日
（土） ◉研究・実践事例発表
【会場】
◉シンポジウム
関西国際大学
幼児キャンプ
尼崎キャンパス

【講師】岡本 ヒロシ 氏（京都） 小谷 太 氏（大阪）
小西 巧 氏（兵庫）
研究発表 13題
実践事例発表 16題
【パネリスト】 西川正晃 氏（関西国際大学教育学部 准教授）
酒井妙子 氏（手づくりほいく研究会 代表）
〜その効果と可能性をさぐる〜
亀山秀郎 氏（学校法人七松学園 七松幼稚園）
【コーディネーター】
中野友博 氏（びわこ成蹊スポーツ大学 教授）
◉交流交歓会

「関西野外活動ミーティング」
は
「野外教育、
野外活動における研究と実践の融合」
を目
的に開催され、
９回目を迎えました。
今年のテーマは
『幼児キャンプ〜その効果と可能性を
さぐる〜』
としました。
毎年、
実行委員が議論を重ねテーマを考えていきます。
『時代が求め
ている流れは何か』
『
、これからの方向性はどうなる』
、
など知恵と経験を出し合い魅力ある
テーマが生み出されていきます。
年々発表数も参加者も増え、
2010年は29題134名の規
模になりました。
50年を超える活動実績を持つ団体が多数活躍していること、
野外教育に

研究・実践とも内容の濃い発表が
多くありました

力を入れる大学が多い、
という関西の特色を活かしながら独自の連携・協調、
まさに融合が育ってきました。
近年は若い方々や、
ＮＰＯ法人などの参加も増えてきました。
『知識や経験の差がありすぎると議論が難しいのでは』
との懸念もありましたが、
ベ
テランも若手も学生も自由な雰囲気で発表し、質問し、交流が深まっています。
テーマを
深めるシンポジウムも、実行委員が毎年分担してコーディネイトし、興味深いものになっ
ています。昨年度より
『匠みに学ぶ』のプレイベントも加わり、本物に触れる魅力が加わ

事務局日誌
■1月15日
（金） 広報部会 （森之宮庁舎）
■1月20日
（水） 常任理事会（森之宮庁舎）
■2月5日
（金） 指導者養成・会員事業部会（森之宮庁舎）
■2月6日
（土） リスクマネジメントセミナー
・7日
（日）（羽衣青少年センター・大阪国際ＹＨ）
■2月15日
（月） 部会長会議（森之宮庁舎）
■2月19日
（金） 専門委員会（森之宮庁舎）
■2月24日
（水） 常任理事会（森之宮庁舎）
■2月27日
（土） 関西野外活動ミーティング2010（関西国際大学尼崎キャンパス）
■3月6日
（土） アウトドアフェスティバル2010（インテックス大阪）
・7日
（日）
■3月8日
（月） キャンプサロン
（大阪市立中央青年センター）
■3月11日
（木） 理事会（大阪市立中央青年センター）
■3月20日
（土） 日本キャンプ協会 総会（東京・オリンピック記念センター）
■3月21日
（日） 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）

りました。懇親会の手作り感もまた大きな魅力です。学生を含めた運営スタッフが創意
を重ね、今年もダッジオーブンを活用し、温かい食事を提供することもできました。

編集後記

実行委員長の永吉先生（大阪体育大学学長）
が開会式で、
『経験50年の大ベテランと
学生が同じ会場で議論ができる、
こんな機会はどこにもない』
というような主旨でご挨拶

・ ・

旧暦で言えば、これから弥生。
・ ・ ・ ・

・ ・

いよいよ草木が生い茂る季節。

幼児キャンプに係わる方の参加が
多く見られました

されていたように、関西風味を出しながら高い専門性が学びあえる場です。昨年までの
会場で、使い慣れていた大阪府立青少年会館が売却され、新しい会場探しを余儀なくさ

新緑や花を求めてチョット

れたのですが、実行委員の高見先生（関西国際大学教授）
が調整くださり、昨年新たに開

外に出かけてみませんか？
（武村）

設された、関西国際大学尼崎キャンパスを会場とすることができました。駅から直結して

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。

おりアクセスも良く、新しく機能的な空間で、
スムーズな運営ができました。実践事例の
発表も関西の枠を超え、西日本へと広がりを見せています。大学と連携した実践研究の
発表も見られます。来年１０回の節目を迎えますが、活動や研究そして、雇用へと
『新し
３名のパネラーから大変興味深い
お話が聞けました

い風』
を呼び起こす、
「関西野外活動ミーティング」
となっていければと願っています。
実行委員
OSAKA CAMPING ASSOCIATION

焼野嘉津人（（財）大阪府青少年活動財団）
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『危 険 予 知

リスクマネジメント
セミナー

リスクに対し、
どのように向き合い付き合っていくか』

2月6日(土)〜7日(日)の2日間、
『野外活動指導者のため
のリスクマネジメントセミナー』
が大阪府立羽衣青少年セ
ンターで開催されました。近畿各地から４６名の自然活動
及び野外活動指導者とリーダーが参加しました。主催は
社団法人日本キャンプ協会、財団法人関西テレビ青少年
育成事業団です。
今年のテーマは“危険予知”。大自然の中で仲間とともに
活動するキャンプは、教育効果も大きい反面、様々な危険
を伴います。野外活動における最近の事故原因となってい
るのが、予期せぬ事態の変化などの｢危険予知の欠如｣で
す。今回はこの問題をテーマにキャンプの安全について考
えました。
基調講演では、気象予報士で関西テレビ「ニュースアン
カー」のお天気キャスターの片平敦さんをお迎えし
「気象
における危険予知とその対応」についてお話頂きました。
気象の基本知識をはじめ天気予報ができるまでのプロセ
ス、片平さんが「ニュースアンカー」
に出演するまでの日々
の準備や思いなど、普段聞けないことまで聞くことができ
ました。
そして気象台から発表される情報を正しく理解して、
キャンプの実施検討時期から下見、本番中などに具体的
にどのように活用すればよいかを解説して頂きました。
ま
た参加者の要望に応え、話の途中では得意のダジャレを
何度も使い、大いに会場を盛り上げて下さいました。最後
に“自分の命を守るのは自分。そして周りの人の命も背
負っているという重みを自覚して野外活動を行って欲し

い”というメッセージがとても印象的でした。
基調講演後の提言では、気象に関する事故事例を検証
し、危険予知と危険回避の重要性を再確認すると共に、実
習では事故発生時の対応力を身につけるための“リスクマ
ネジメントエクササイズ体験”が行われました。
２日目はあらゆる場面でのリスクマネジメントをテーマ
に５つの演習が行われ、参加者はそれぞれ選択した演習を
受講しました。
最後のディベートではキャンプ中に出くわす様々な場面
を例に挙げ、
あなたはどっち派？と題し、
「夏の野外炊飯は
長袖長ズボンを着用する必要はあるか？ないか？」
「頭にタ
オルを巻くのは帽子の代わりになるか？ならないか？」
など
の題材をテーマに新米リーダーから経験豊富な指導者ま
でが様々な意見をぶつけ合い、
熱い議論が交わされました。
今年で５回目を迎えるリスクマネジメントセミナー。
リ
スクマネジメントという概念が現場でもだいぶん浸透して
きたように感じています。
この２日間を通じて、
ただリスク
を避けるだけではなく、
どのように向き合い付き合ってい
くかというところの重要性を改めて感じました。
そして今回は宿泊を伴う実施だった為か、
交流会等を通
じて参加者同士の関わりが例年以上に強かったように思え
ました。
リスクマネジメントセミナーが学びの場としてだけ
でなく、参加者同士が交流を通じてキャンプについて考え
たり、悩んだりと、情報交換をする中でキャンプのより一層
の発展の場としての役割を担っているのだと感じました。
（財）関西テレビ青少年育成事業団

仲島 真悠子

片平
氏

で盛り上がりました
「ダジャレ」
お得意の

２６

（土）

「度量衡」…あなたの歩測は？

スケジュール

《基調講演》

｢気象における危険予知と
その対応｣

《演習選択プログラム》

２７

（日）

A 身体で覚える度量衡

〜あなたの長さ・重さ・量感覚は正確ですか？〜
気 象 予 報 士・関 西 テレビ「 ス ー パ ー B キャンプカウンセリングの視点から
ニュースアンカー」お天気キャスター みた心の安全
片平 敦氏
〜言葉にならない言葉を読む〜

《提言》

｢危険予知不足で発生した、
近年の事故を検証する｣

C 目の前でキャンパーが倒れたら・
・
・

〜応急手当の基本からAEDの使用法まで〜

D 安全なキャンプを創るコミュニケー
ション

財団法人関西テレビ青少年育成事業 〜よりよい対象理解のために〜
E プログラム指導現場にみる安全の目
団・顧問 畠中 彬氏
〜”食”はキャンパーの心の暖房〜

《実習》

《ディベート》

「あなたはどっち派！？
「キャンプの安全を
楽しく学ぶために」 キャンプのあんな場面、こんな場面」
(社)日本キャンプ協会 安全管理委員会

《交流会》
２

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

ディベート
では積極的
な発

〜参加者の感想 〜

言が相次ぎ
ました

今回聞けた話は実際キャンプに使えることばかりでし
た。特に印象に残っているのはやはり気象予報士の片平さ
んの話です。雲から天気を予測し、危険予知できることを知
りました。
これからのキャンプに活かしていきたいと思いま
す。
（藤田歩）
参加者全員で行ったディベートでは他団体の人や
世代の違う方の意見や考えを聞くことができ、
自分の価値
観の幅も広がったように感じました。今回参加して色々な
方から刺激を受け、
自分を高めることができたので今後も
積極的にこのような学びの場に参加していきたいと思いま
す。
（江場彩乃）
２日目の選択プログラムではゲームを通じて言
葉で伝える大切さを実感しました。言葉にできない子ども
の気持ちに気付けるリーダーになっていきたいです。
また
夜の交流会で参加者の方から様々な話が聞けたことはとて
も大きな収穫でした。(加藤智子)

第２回
キャンプ
サロン

地域と密着した
青少年育成のビジネスモデル

『青少年』
という
概念は古い？

パラダイムシフト
とは？

日 時：３月8日
（月）
会 場：大阪市立中央青年センター
参加者：40名
共 催：
（財）大阪府青少年活動財団・大阪府青年の家等連絡協議会

キャンプサロン第２回は、講師に早稲田大学スポーツ科学学術員教授の原田宗彦氏を迎え、
「地域と密着した青少
年育成のビジネスモデル」
というテーマで講演いただきました。
冒頭、
「『青少年』
という概念が古く、
そこから見直す必要があるのでは？」
というショッキングな言葉から始まり、
ス
ポーツ業界の歴史的な移り変わりの事例を多数示しながら、青少年教育事業との対比、
そしてコミュニティビジネス
を成功させるために必要な視点・技術・ネットワークなどの紹介をしていただきました。
途中、何度も出てきたキーワードとして、
「パラダイムシフト」
「ミッションの再定義」
があります。前者は
「社会背景の
変化に伴い、消費者のニーズは変化する、場合によってはニーズそのものが見えなくなる」
という意味で使われ、
旧パ
ラダイムからの脱却の必要性を訴えておられました。後者は
「自らの団体のミッションを改めて見直すことで、新たな
展開が見えてくるはず」
と、現状打破に向けて、考え直す手がかりの１つを紹介していただきました。
また、
「有名ハンバーガー店が売っている物は何ですか？」
「有名交響楽団の代表に就任したら、
あなたはどんな戦略
を練って、収益を上げようとしますか？」
といった具体的な例をあげての問いかけをとおして、発想の転換の必要性・
重要性を示していただきました。
山積する経営的課題をどう解決するか、難しく考えこんでしまいがちですが、多数示していただいた、
「考える手だ
て」
や、
「発想の転換例」
などにより、具体的なアクションに移れそうな希望をいだけた講演でした。
（財）大阪市青少年活動協会 鈴木 忠範
（調査研究部会）

大阪アウトドアフェスティバル2010

「地球と自然にバンザイ！」
3月6日（土）
・7日（日）の２日間、大阪南港・イン
テックス大阪で大阪アウトドアフェスティバル2010
が、
「地球と自然にバンザイ！」
をテーマに開催されま
した。今年で17回目となるこの催し物は、日本最大
級アウトドア・レジャー総合展示会と銘打たれ、
その
時々の話題の内容を盛り込み「キャンピングカー
ショー大阪」
「4 ４＆SUVショー大阪」等との合同開
催で、2日に渡り約4万７千人の入場者が会場を訪れ
ました。
大阪府キャンプ協会では、8年前からこのフェス
ティバルを応援するため後援団体のひとつとなり、広
報協力や（財）大阪府青少年活動財団と合同でブー
ス出展を行い、関係団体の施設・キャンプ事業・キャ
ンプ情報を提供してきました。4年前からは、家族向
けに「自然パビリオンがやってきた」
というコンセプ
トでブースレイアウトを演出し、
「自然に触れる」機会
の提供を行っています。また、自然の素材を用いた
「クラフトコーナー」を設け２日間とも多くの親子が
クラフト作りに挑戦しました。
会場となったインテックス大阪4号館5号館には、

キャンピング・ボート・カヌー・フィッシング・マウンテ
ンバイク・トレッキング・ツーリングなどの関係業者
を始め、ジャンルを超えたアウトドア業界の各社が
数多くブース出展し、
どのブースも終日賑わいまし
た。今年も、特設プールでのカヌー体験・サラブレッ
ド乗馬体験・動物とのふれあいコーナーなど様々な
体験ができるブースもあり、多くの子ども達が楽しん
でいました。
「田舎はアウトドア王国」
という名目で観光協会や
自治体・NPO法人などが、田舎暮らしの案内や、
自然
体験活動のPR・情報を発信し、
「ふるさと自慢発信
フェア」
では、透明の球体に入る
「ゾーブ」のアトラク
ションや名産品の試食や配付、
クラフトなども行わ
れていました。
また、各地のキャラクターも登場しフェスティバル
を盛り上げていました。大人も子どもも楽しめるフェ
スティバルでした。
大阪府キャンプ協会 事務局
今年の１番
人気
「バンビち
ゃん（子鹿
の剥製）」

で
んの人
たくさ
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『危 険 予 知

リスクマネジメント
セミナー

リスクに対し、
どのように向き合い付き合っていくか』

2月6日(土)〜7日(日)の2日間、
『野外活動指導者のため
のリスクマネジメントセミナー』
が大阪府立羽衣青少年セ
ンターで開催されました。近畿各地から４６名の自然活動
及び野外活動指導者とリーダーが参加しました。主催は
社団法人日本キャンプ協会、財団法人関西テレビ青少年
育成事業団です。
今年のテーマは“危険予知”。大自然の中で仲間とともに
活動するキャンプは、教育効果も大きい反面、様々な危険
を伴います。野外活動における最近の事故原因となってい
るのが、予期せぬ事態の変化などの｢危険予知の欠如｣で
す。今回はこの問題をテーマにキャンプの安全について考
えました。
基調講演では、気象予報士で関西テレビ「ニュースアン
カー」のお天気キャスターの片平敦さんをお迎えし
「気象
における危険予知とその対応」についてお話頂きました。
気象の基本知識をはじめ天気予報ができるまでのプロセ
ス、片平さんが「ニュースアンカー」
に出演するまでの日々
の準備や思いなど、普段聞けないことまで聞くことができ
ました。
そして気象台から発表される情報を正しく理解して、
キャンプの実施検討時期から下見、本番中などに具体的
にどのように活用すればよいかを解説して頂きました。
ま
た参加者の要望に応え、話の途中では得意のダジャレを
何度も使い、大いに会場を盛り上げて下さいました。最後
に“自分の命を守るのは自分。そして周りの人の命も背
負っているという重みを自覚して野外活動を行って欲し

い”というメッセージがとても印象的でした。
基調講演後の提言では、気象に関する事故事例を検証
し、危険予知と危険回避の重要性を再確認すると共に、実
習では事故発生時の対応力を身につけるための“リスクマ
ネジメントエクササイズ体験”が行われました。
２日目はあらゆる場面でのリスクマネジメントをテーマ
に５つの演習が行われ、参加者はそれぞれ選択した演習を
受講しました。
最後のディベートではキャンプ中に出くわす様々な場面
を例に挙げ、
あなたはどっち派？と題し、
「夏の野外炊飯は
長袖長ズボンを着用する必要はあるか？ないか？」
「頭にタ
オルを巻くのは帽子の代わりになるか？ならないか？」
など
の題材をテーマに新米リーダーから経験豊富な指導者ま
でが様々な意見をぶつけ合い、
熱い議論が交わされました。
今年で５回目を迎えるリスクマネジメントセミナー。
リ
スクマネジメントという概念が現場でもだいぶん浸透して
きたように感じています。
この２日間を通じて、
ただリスク
を避けるだけではなく、
どのように向き合い付き合ってい
くかというところの重要性を改めて感じました。
そして今回は宿泊を伴う実施だった為か、
交流会等を通
じて参加者同士の関わりが例年以上に強かったように思え
ました。
リスクマネジメントセミナーが学びの場としてだけ
でなく、参加者同士が交流を通じてキャンプについて考え
たり、悩んだりと、情報交換をする中でキャンプのより一層
の発展の場としての役割を担っているのだと感じました。
（財）関西テレビ青少年育成事業団

仲島 真悠子

片平
氏

で盛り上がりました
「ダジャレ」
お得意の

２６

（土）

「度量衡」…あなたの歩測は？

スケジュール

《基調講演》

｢気象における危険予知と
その対応｣

《演習選択プログラム》

２７

（日）

A 身体で覚える度量衡

〜あなたの長さ・重さ・量感覚は正確ですか？〜
気 象 予 報 士・関 西 テレビ「 ス ー パ ー B キャンプカウンセリングの視点から
ニュースアンカー」お天気キャスター みた心の安全
片平 敦氏
〜言葉にならない言葉を読む〜

《提言》

｢危険予知不足で発生した、
近年の事故を検証する｣

C 目の前でキャンパーが倒れたら・
・
・

〜応急手当の基本からAEDの使用法まで〜

D 安全なキャンプを創るコミュニケー
ション

財団法人関西テレビ青少年育成事業 〜よりよい対象理解のために〜
E プログラム指導現場にみる安全の目
団・顧問 畠中 彬氏
〜”食”はキャンパーの心の暖房〜

《実習》

《ディベート》

「あなたはどっち派！？
「キャンプの安全を
楽しく学ぶために」 キャンプのあんな場面、こんな場面」
(社)日本キャンプ協会 安全管理委員会

《交流会》
２
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ディベート
では積極的
な発

〜参加者の感想 〜

言が相次ぎ
ました

今回聞けた話は実際キャンプに使えることばかりでし
た。特に印象に残っているのはやはり気象予報士の片平さ
んの話です。雲から天気を予測し、危険予知できることを知
りました。
これからのキャンプに活かしていきたいと思いま
す。
（藤田歩）
参加者全員で行ったディベートでは他団体の人や
世代の違う方の意見や考えを聞くことができ、
自分の価値
観の幅も広がったように感じました。今回参加して色々な
方から刺激を受け、
自分を高めることができたので今後も
積極的にこのような学びの場に参加していきたいと思いま
す。
（江場彩乃）
２日目の選択プログラムではゲームを通じて言
葉で伝える大切さを実感しました。言葉にできない子ども
の気持ちに気付けるリーダーになっていきたいです。
また
夜の交流会で参加者の方から様々な話が聞けたことはとて
も大きな収穫でした。(加藤智子)

第２回
キャンプ
サロン

地域と密着した
青少年育成のビジネスモデル

『青少年』
という
概念は古い？

パラダイムシフト
とは？

日 時：３月8日
（月）
会 場：大阪市立中央青年センター
参加者：40名
共 催：
（財）大阪府青少年活動財団・大阪府青年の家等連絡協議会

キャンプサロン第２回は、講師に早稲田大学スポーツ科学学術員教授の原田宗彦氏を迎え、
「地域と密着した青少
年育成のビジネスモデル」
というテーマで講演いただきました。
冒頭、
「『青少年』
という概念が古く、
そこから見直す必要があるのでは？」
というショッキングな言葉から始まり、
ス
ポーツ業界の歴史的な移り変わりの事例を多数示しながら、青少年教育事業との対比、
そしてコミュニティビジネス
を成功させるために必要な視点・技術・ネットワークなどの紹介をしていただきました。
途中、何度も出てきたキーワードとして、
「パラダイムシフト」
「ミッションの再定義」
があります。前者は
「社会背景の
変化に伴い、消費者のニーズは変化する、場合によってはニーズそのものが見えなくなる」
という意味で使われ、
旧パ
ラダイムからの脱却の必要性を訴えておられました。後者は
「自らの団体のミッションを改めて見直すことで、新たな
展開が見えてくるはず」
と、現状打破に向けて、考え直す手がかりの１つを紹介していただきました。
また、
「有名ハンバーガー店が売っている物は何ですか？」
「有名交響楽団の代表に就任したら、
あなたはどんな戦略
を練って、収益を上げようとしますか？」
といった具体的な例をあげての問いかけをとおして、発想の転換の必要性・
重要性を示していただきました。
山積する経営的課題をどう解決するか、難しく考えこんでしまいがちですが、多数示していただいた、
「考える手だ
て」
や、
「発想の転換例」
などにより、具体的なアクションに移れそうな希望をいだけた講演でした。
（財）大阪市青少年活動協会 鈴木 忠範
（調査研究部会）

大阪アウトドアフェスティバル2010

「地球と自然にバンザイ！」
3月6日（土）
・7日（日）の２日間、大阪南港・イン
テックス大阪で大阪アウトドアフェスティバル2010
が、
「地球と自然にバンザイ！」
をテーマに開催されま
した。今年で17回目となるこの催し物は、日本最大
級アウトドア・レジャー総合展示会と銘打たれ、
その
時々の話題の内容を盛り込み「キャンピングカー
ショー大阪」
「4 ４＆SUVショー大阪」等との合同開
催で、2日に渡り約4万７千人の入場者が会場を訪れ
ました。
大阪府キャンプ協会では、8年前からこのフェス
ティバルを応援するため後援団体のひとつとなり、広
報協力や（財）大阪府青少年活動財団と合同でブー
ス出展を行い、関係団体の施設・キャンプ事業・キャ
ンプ情報を提供してきました。4年前からは、家族向
けに「自然パビリオンがやってきた」
というコンセプ
トでブースレイアウトを演出し、
「自然に触れる」機会
の提供を行っています。また、自然の素材を用いた
「クラフトコーナー」を設け２日間とも多くの親子が
クラフト作りに挑戦しました。
会場となったインテックス大阪4号館5号館には、

キャンピング・ボート・カヌー・フィッシング・マウンテ
ンバイク・トレッキング・ツーリングなどの関係業者
を始め、ジャンルを超えたアウトドア業界の各社が
数多くブース出展し、
どのブースも終日賑わいまし
た。今年も、特設プールでのカヌー体験・サラブレッ
ド乗馬体験・動物とのふれあいコーナーなど様々な
体験ができるブースもあり、多くの子ども達が楽しん
でいました。
「田舎はアウトドア王国」
という名目で観光協会や
自治体・NPO法人などが、田舎暮らしの案内や、
自然
体験活動のPR・情報を発信し、
「ふるさと自慢発信
フェア」
では、透明の球体に入る
「ゾーブ」のアトラク
ションや名産品の試食や配付、
クラフトなども行わ
れていました。
また、各地のキャラクターも登場しフェスティバル
を盛り上げていました。大人も子どもも楽しめるフェ
スティバルでした。
大阪府キャンプ協会 事務局
今年の１番
人気
「バンビち
ゃん（子鹿
の剥製）」
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自然が学び舎・信太山たき火塾
火熾し
の
様子

ケバブに
く
かぶりつ
ー
キャンパ

ケバブ
を
キャン 焼く
パー

2月20日から1泊2日で、小学校2年生から4年生の14名と信太山青少年
の家において“たき火塾”というキャンプ事業を実施しました。天気に恵まれ
暖かく、絶好のキャンプ日和でした。
今回のキャンプでは、
たき火をとおして“火”の文化に触れ、“火”の温かさ
や大切さなど人間の生活になくてはならない“火”について、遊びの中で体
感してくれることをねらいとしました。
まず始めに、
たき火に必要な燃料となる落ち葉やマキを集め、次に舞切り
式の火熾しを行いました。火熾しでは煙が出て木のくずが赤くなりますが、
そこから火口〜炎へともっていくのが大変で、何回もトライ＆エラーを繰り
返していましたが、最後には成功し炎になりました。
キャンパーは達成感と
ともに、“火”を作る事の大変さが体験をとおして理解できたようでした。
夕
食はたき火を囲み、棒にスライス肉を巻き付けたケバブをたき火で炙り、芋
煮の自炊、
そしてかがり火の集いを兼ねた“ごちゃ混ぜ”プログラムを行い
ました。
２日目もたき火を囲み棒巻きねじりパンの朝食を摂った後、
たき火で創る
記念品として焼き板クラフトと、
キラキラと輝くビー玉を作りストラップを取
り付けました。
特にキャンパーはキラキラと輝くビー玉が嬉しくて、
宝物のよ
うに大切にしていました。昼食はご飯をすりつぶした五平餅と、初日に切り
出した孟宗竹のお椀に熱々に焼いた石を入れたワッパ汁を食べました。
このように、ずっと火を使ったプログラムに明け暮れたキャンプでした
が、
キャンパーは自らで燃料を集め、“火”を作り、
その“火”で遊び、
３食の自
炊と記念品を作るなど、“火”という道具を使って生活を創造した２日間でし
た。生き生きと遊ぶキャンパーを見て、“自然の中で遊びを通じた生活創造”
が、正にキャンプの原点と感じました。
（財）大阪市青少年活動協会

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…

これがボーイスカウトの
キャンプ

顔とキャンプ
NPO法人大東市青少年協会 準職員

ボーイスカウト高槻第1団 ボーイ隊 隊長

濱本 昌哉

奥村 宣孝

色々な顔を見ることのできるキャンプが僕は大好きです。高校生・

私は子供の時からボーイスカウトに所属しキャンプをしています。
楽しくするのも辛いものにするのも自分達の工夫ひとつです。
あれこ
れと試しながらするキャンプはちょっとした冒険であり醍醐味です。
こ
の冒険ができるキャンプをするように努めています。
ボーイスカウトの活動は子ども達で構成された班単位で行われま
す。
ボーイスカウトの活動の目的は
「よりよき社会人を育てる」事にあ
ります。班には年長者の班長・次長がいて、すべての班運営を任され
ています。班長・次長は班をまとめるリーダーシップ能力を学び、班員
はそれぞれの役割に徹することを学びます。
キャンプ活動もこの目的
を達成するために行われます。
私たちのボーイスカウト高槻第一団は高槻市内の山地を借りキャン
プ場として利用しています。
トイレや机などの設備は一切ありません。
そのため毎回キャンプの最初は子ども達自身で自分たちが使うテント、
釜戸、
テーブルや食器棚を作ります。
すべて木材やロープで作ります。
キャンプで実際使用するためみんなで協力しながら真剣に取り組んで
います。
その他にも各班対抗で行われる火興しゲームや周辺の探索ハ
イキングなど子供たちが興味を持って楽しめる活動をします。
大自然の
中でのキャンプは子ども達にとって最高の学び場となっています。

大学生・社会人リーダーが５０名ほど所属している大東市青少年協
会では年間で約１２０回の事業や派遣を行っています。
そのうちの約
４０回、参加者数で数えたら延べ１５００名ぐらいの事業を担当して
いますが、その中で笑い顔や辛い顔・泣き顔・嬉しい顔、真剣な顔、
色々な顔を見る事ができると、参加者が、運営するリーダーが色々な
体験をしているのだと思い自分自身が嬉しくなります。
色々な体験が自分自身の基盤を作り、今後の自分に対してたくさん
の引き出しを持つことができると思います。
その為にも多種多様な事
業を企画し、色々な体験を参加者やリーダーに経験してもらい、色々
な顔が今後も見れるようにこの活動を頑張って行きたいと思います。

宮川 幸雄（大阪府キャンプ協会 常任理事）

… 1 8 6 1 年 北 米の組 織 的キャンプ発 祥より1世紀半…1910年アメリカキャンプ協会発生より100年…
（財）
大阪府地域福祉推進財団

人生は生老病死。生を受けたものは
必ず死を体験するのですが、長寿の今
は死の前に呆を入れて生老病呆死と
いう人もいます。長寿も心配ですが少
子の波もいよいよ本格化してきて厚
生労働省の平成20年・2008年の人口
動態統計によると、死亡者は114万3
千人、出生数は109万2千人で、死亡数
が出生数を5万1千人上回り、2005年、
2007年についで3度目の自然減を記
録しており2000年と比べると実に10
万人減少していて、先進国では初めて
の「人口減少社会」に向かっていると
いえます。
高齢化も着実に進み厚労省発表の
平成20年簡易生命表では、平均寿命
（ゼロ歳児の平均余命）が男性78.52
歳、女性85.52歳となるとともに一般
的な定年年齢60歳からの平均余命が
男性22年、女性では28年ほどとなり、
人生80歳は当たり前で女性は90歳に

坂谷

恵司（専門委員長）

本当に大丈夫なのだろうか？」と不安
や心配がつのるばかりです。
一方、少子化の進展は次代の活力を
大阪府キャンプ協会会長 吉水泰彦
大きく失うことにつながると危惧され
ます。若者に夢や希望を抱かせるには
今まで以上に心身が強固にして健全
な青少年の育成が力強く望まれるわ
けです。若者を育てるトータルフィット
ネスの効果的分野としてのキャンプや
野外活動の持つ 持続可能な価値
キャラクタービルディングワークの要
近くなっています。
素をさらに発展させ伝承して「青春を
日本は間違いなく少子と高齢社会 力いっぱい」生きる若者をより多く育
の様相を呈しています。後期高齢者と てて、キャンプをとおしての社会づく
呼ばれる制度ができて私も仲間入り り、国づくりにキャンプ指導者の皆さ
することになったわけですが、年寄り ん方にさらなる貢献をして欲しいと願
が生きていく上にはさまざまな社会 うばかりであります。
（吉水のCHAT最終）
的、経済的、家庭的などのリスクが多く
なり「これからの人生は大丈夫だろう 【訂正とお詫び】 前号の下部帯の「…夫人の
か。そして、日本国も鶴は千年・亀は万 ガールガイド〜」は「…妹のガールガイド〜」
の誤りでした。
お詫びして訂正いたします。
年・鳩は天然とか1年とかいっているが

ファイアーサイドのおしゃべり

… Y M C Aによる日本の組 織 的キャンプ実 施より90年…日本キャンプ協会発足より44年…21世紀 へ の飛躍に期待…
４
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炭の

お こ

しかた

「炭」を制する者は、キャンプを制す！
！ さあ、マスターしてください。
（財）大阪府青少年活動財団

武村 尚史（広報部会）

これから季節もよくなり、野外で食事をする機会が増えると思います。バーベキューなんか最高ですよね。
そのバーベキューに欠かせないのが炭です。今回は炭を上手く熾す方法です。

①着火剤を使う時

③バーナーを使用

着火剤は、固形の物はそのまま。ゼリー状の物は小枝など
に塗って、底板に置きます。その上に薄いものや小さめの
炭を置きます。この炭が種火になります。点火すると、10
分〜15分は燃えます。炭が半分程度赤くなれば、少し隙
間を空けて、大きな炭を置いていきます。詰めすぎないよ
う空気のとおり道を忘れずに。自然の風に任せましょう。

炭を置いて、一ヶ所に集中して炎を当てつづけて下さい。
ただし、炭が湿っていたり、備長炭など硬い炭の場合は、炭
が跳ねて（爆跳）焼けどします。できれば急がず弱火で熾
しましょう。充分注意を。

★絶対に止めましょう！
カセットコンロは、絶対に使わないでください。炭の赤外線
効果（輻射熱）で、ボンベが暖められ破裂する恐れがありま
す。絶対にしないでください。

②着火剤を使わない時
火種となる、割り箸や細かな木の上に、薄いものや小さめ
の炭を置き点火します。小さめの炭が熾れば、①と同じ大
きな炭を置いていきます。もし、風がなければ、うちわな
どであおいでください。
５
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自然が学び舎・信太山たき火塾
火熾し
の
様子

ケバブに
く
かぶりつ
ー
キャンパ

ケバブ
を
キャン 焼く
パー

2月20日から1泊2日で、小学校2年生から4年生の14名と信太山青少年
の家において“たき火塾”というキャンプ事業を実施しました。天気に恵まれ
暖かく、絶好のキャンプ日和でした。
今回のキャンプでは、
たき火をとおして“火”の文化に触れ、“火”の温かさ
や大切さなど人間の生活になくてはならない“火”について、遊びの中で体
感してくれることをねらいとしました。
まず始めに、
たき火に必要な燃料となる落ち葉やマキを集め、次に舞切り
式の火熾しを行いました。火熾しでは煙が出て木のくずが赤くなりますが、
そこから火口〜炎へともっていくのが大変で、何回もトライ＆エラーを繰り
返していましたが、最後には成功し炎になりました。
キャンパーは達成感と
ともに、“火”を作る事の大変さが体験をとおして理解できたようでした。
夕
食はたき火を囲み、棒にスライス肉を巻き付けたケバブをたき火で炙り、芋
煮の自炊、
そしてかがり火の集いを兼ねた“ごちゃ混ぜ”プログラムを行い
ました。
２日目もたき火を囲み棒巻きねじりパンの朝食を摂った後、
たき火で創る
記念品として焼き板クラフトと、
キラキラと輝くビー玉を作りストラップを取
り付けました。
特にキャンパーはキラキラと輝くビー玉が嬉しくて、
宝物のよ
うに大切にしていました。昼食はご飯をすりつぶした五平餅と、初日に切り
出した孟宗竹のお椀に熱々に焼いた石を入れたワッパ汁を食べました。
このように、ずっと火を使ったプログラムに明け暮れたキャンプでした
が、
キャンパーは自らで燃料を集め、“火”を作り、
その“火”で遊び、
３食の自
炊と記念品を作るなど、“火”という道具を使って生活を創造した２日間でし
た。生き生きと遊ぶキャンパーを見て、“自然の中で遊びを通じた生活創造”
が、正にキャンプの原点と感じました。
（財）大阪市青少年活動協会

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…

これがボーイスカウトの
キャンプ

顔とキャンプ
NPO法人大東市青少年協会 準職員

ボーイスカウト高槻第1団 ボーイ隊 隊長

濱本 昌哉

奥村 宣孝
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体験をしているのだと思い自分自身が嬉しくなります。
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… 1 8 6 1 年 北 米の組 織 的キャンプ発 祥より1世紀半…1910年アメリカキャンプ協会発生より100年…
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大阪府地域福祉推進財団
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生労働省の平成20年・2008年の人口
動態統計によると、死亡者は114万3
千人、出生数は109万2千人で、死亡数
が出生数を5万1千人上回り、2005年、
2007年についで3度目の自然減を記
録しており2000年と比べると実に10
万人減少していて、先進国では初めて
の「人口減少社会」に向かっていると
いえます。
高齢化も着実に進み厚労省発表の
平成20年簡易生命表では、平均寿命
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本当に大丈夫なのだろうか？」と不安
や心配がつのるばかりです。
一方、少子化の進展は次代の活力を
大阪府キャンプ協会会長 吉水泰彦
大きく失うことにつながると危惧され
ます。若者に夢や希望を抱かせるには
今まで以上に心身が強固にして健全
な青少年の育成が力強く望まれるわ
けです。若者を育てるトータルフィット
ネスの効果的分野としてのキャンプや
野外活動の持つ 持続可能な価値
キャラクタービルディングワークの要
近くなっています。
素をさらに発展させ伝承して「青春を
日本は間違いなく少子と高齢社会 力いっぱい」生きる若者をより多く育
の様相を呈しています。後期高齢者と てて、キャンプをとおしての社会づく
呼ばれる制度ができて私も仲間入り り、国づくりにキャンプ指導者の皆さ
することになったわけですが、年寄り ん方にさらなる貢献をして欲しいと願
が生きていく上にはさまざまな社会 うばかりであります。
（吉水のCHAT最終）
的、経済的、家庭的などのリスクが多く
なり「これからの人生は大丈夫だろう 【訂正とお詫び】 前号の下部帯の「…夫人の
か。そして、日本国も鶴は千年・亀は万 ガールガイド〜」は「…妹のガールガイド〜」
の誤りでした。
お詫びして訂正いたします。
年・鳩は天然とか1年とかいっているが

ファイアーサイドのおしゃべり

… Y M C Aによる日本の組 織 的キャンプ実 施より90年…日本キャンプ協会発足より44年…21世紀 へ の飛躍に期待…
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「炭」を制する者は、キャンプを制す！
！ さあ、マスターしてください。
（財）大阪府青少年活動財団

武村 尚史（広報部会）

これから季節もよくなり、野外で食事をする機会が増えると思います。バーベキューなんか最高ですよね。
そのバーベキューに欠かせないのが炭です。今回は炭を上手く熾す方法です。

①着火剤を使う時

③バーナーを使用

着火剤は、固形の物はそのまま。ゼリー状の物は小枝など
に塗って、底板に置きます。その上に薄いものや小さめの
炭を置きます。この炭が種火になります。点火すると、10
分〜15分は燃えます。炭が半分程度赤くなれば、少し隙
間を空けて、大きな炭を置いていきます。詰めすぎないよ
う空気のとおり道を忘れずに。自然の風に任せましょう。

炭を置いて、一ヶ所に集中して炎を当てつづけて下さい。
ただし、炭が湿っていたり、備長炭など硬い炭の場合は、炭
が跳ねて（爆跳）焼けどします。できれば急がず弱火で熾
しましょう。充分注意を。

★絶対に止めましょう！
カセットコンロは、絶対に使わないでください。炭の赤外線
効果（輻射熱）で、ボンベが暖められ破裂する恐れがありま
す。絶対にしないでください。

②着火剤を使わない時
火種となる、割り箸や細かな木の上に、薄いものや小さめ
の炭を置き点火します。小さめの炭が熾れば、①と同じ大
きな炭を置いていきます。もし、風がなければ、うちわな
どであおいでください。
５
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大阪府キャンプ協会 調査研究部会

た金額に見合う、
またはそれ以上の満足が得られるサービスの

｢地域におけるキャンプの
アイデンティティーは何か?」

提供」
「より多岐にわたる利用目的にも応えられるサービスの開

発」
が求められる、
とアンケートの結果から言うことができます。

市民にとって、
距離的に身近に存在しない野外活動施設は、

「こんなところにある」
「こんな施設・設備がある」
といった存在そ

のものを周知していくだけでなく、
「野外活動施設では、
こんなこ

ともできる」
「こんなニーズに応えることもできる」
といった点もあ

わせてアピールしていき、
より多くの方の
「この施設を利用してよ

「地域におけるキャンプのアイデンティティーは何か」
をさぐ

かった」
と思える体験のお手伝いができればと考えています。

る調査研究部会は、
大阪市立びわ湖青少年の家と茨木市青少

地域に根ざしたキャンプ〜育成者の声〜

年活動センターにおける利用者の声を拾ってみました。
そこか

茨木市青少年野外活動センター

ら、
「安価」
で
「目的」
に合う
「自然」
豊かな施設を求める利用者の
ニーズが浮かび上がり、
地域に根差したキャンプ活動を行って
いるキャンプの成果が見えました。

利用者の施設選びの基準は何？
大阪市立びわ湖青少年の家

高橋 陽介

茨木市青少年野外活動センターでは夏休みに、
地域で活動

しているこども会の小学３年生以上を対象にした
「こども会

鈴木 忠範

大阪市のように、
身近に野外活動体験ができる場所が少な

い場合、
市民は郊外の野外活動施設を探して利用することにな

ります。
滋賀県高島市にある大阪市立びわ湖青少年の家では、
利用者の60％が大阪市内からお越しいただいています。

大阪市内から２時間程度の移動時間で利用できる野外活動

施設は当施設以外にも多数あり、
市民から選ばれるために、
施
設ならではの魅力をアピールする必要があります。

利用者が施設を選択するにあたって、
「利用施設を決める際

の基準は何ですか」
というアンケートを大阪市立びわ湖青少年
の家の利用団体
（回答数：120件）
を対象に実施したところ、
① 利用料金（62.5％）、
② 目的にあった活動のしやすさ
（60%）
、

で、
その声の一部を紹介します。

まず
「子どもたちの頑張る姿に感動した」
という声。
初めて出

会った子ども達が友達を増やしていく姿や慣れない炊事を一

生懸命に頑張る姿など、
普段家では見ることのできない様子を
見て、
子ども達の持っている力や可能性を実感してもらってい

ます。
また、
初めて参加された方からは、
「想像とは違ってとても

楽しかった」
「この良さを来年の育成者に伝えたい」
との声もあ

りました。
参加して良さを知ってもらった結果が新たな参加者
につながっていくという流れが生まれています。

地域を対象としたキャンプを30年以上も行っていますので

には
「将来、
自分の子どももキャンプ場のリーダーになって欲し

い」
という嬉しい声もありました。
キャンプの価値を知っている

⑤ 整備状況（40％）、

大人の存在が、
年月を経ても変わらない地域のキャンプを支え

⑥ スタッフの対応（34％）、

続けてくれているのです。

⑦ 施設でできるプログラム(25％)
……という結果が出ました。
＜複数回答有＞

以上、
一部しかご紹介できませんが、
地域を対象としたキャ

かな」
施設として、
当施設を選んでいただいた、
ということがわ

かります。
料金の値下げや自然環境を大きく変えることはなか

なかできませんが、
さらに利用者数を増やすためには、
「支払っ

家族的野外活動学校（ファミリーキャンプスクール）

ンプでは、
施設までの距離や時間などの条件を活かし、
地域の
大人にこそ参加いただいて、
キャンプの意味や価値を実際に理
解していただくことが大切です。
地域の皆さんに信頼され、
安心

して子ども達をまかせていただけるキャンプ場づくりをこれか
らも頑張りたいと思っています。

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

時 5月22日
（土）
13：00〜19：00
懇親会19：15〜21：00
（費用別途2,000円）
場 所 国立オリンピック記念青少年総合センター
内 容 キャンプの事例や最新の情報提供、
研究成果の発表
（口頭発表・ワークショップ・ポスター発表・全体会）
定 員 200名
参 加 費 会員・学生2,500円 一般3,000円
（参加費に懇親会費は含みません）

TEL 03-3469-0217

BUC対象事

業

素敵世代野外学校（シニアのためのアウトドアカレッジ） B U C 対 象 事 業
程 7月17日（土）〜 18日（日）

＜今回は「家族的野外活動学校」と「素敵世代野外学校」を同開催とします。
＞

事業助成のご案内
大阪府キャンプ協会では、
キャンプ活動の普及発展を図ることを目
的に、会員（個人・団体）が実施するキャンプ活動に関する調査研究及
び指導者養成事業に対して助成いたします。助成を希望される方は
所定の様式にて、
申請をお願いいたします。
（詳細・所定の様式は当協会ＨＰよりダウンロードできます）
【締切り５月14日】
※プレゼンテーション・
・
・６月６日（日）総会後のキャンプサロンにて。
※選考結果・
・
・７月初旬頃、
通知します。

総会のご案内
大阪府キャンプ協会 平成22年度総会を下記の通り予定しており
ますので、
ご出席ください。
日時：6月6日
（日）9時45分〜13時30分
第1部 総会
第2部 キャンプサロン、21年度助成事業実施報告、
22年度助成事業候補プレゼンテーション
第3部 情報交換・交流会
会場：KOKOPLAZA
（大阪市立青少年センター）
新大阪ユースホステル

TEL 06-6167-1200

（７月15日発行きゃんぷＯＳＡＫＡ紙上でも発表します）

NPO法人 キャンピズ

問合せ・申込み先：キャンピズ事務局 TEL & FAX 06-4804-1148

障がい児・者キャンプ支援者養成講座

5月1日（土）〜 2日（日）

5月29日（土）〜 30日（日）

座

障がい児・者キャンプの意義と目的

演

習

アイスブレーク・野外クラフトセミナー シニアキャンプスタッフ体験

会

場

講

シニアキャンプの概要と介助方法

参加費

E-MailL: campwith@onp.or.jp

6月5日（土）〜 6日（日）
障がい児・者キャンププログラム

7月3日（土）
（予定）
リスクマネジメント

キャンプファイヤー・野外料理セミナー 普通救命講習セミナー

信太山青少年野外活動センター

調整中

1 回 ¥5,000、4 回あわせて¥15,000

NPO法人オーシャンゲート ジャパン
海洋自然体験活動事業講習会

日 程

※費用に含まれるものや持ち物等詳細はお問い合わせください。
海洋自然環境観察事業講習会

海洋自然体験活動支援事業講習会

5月29日（土）
、
30日（日）
、
6月26日（土）
、
27日（日）
、 5月22日（土）、23日（日）、6月19日（土）、20日（日）、
4月29日（木祝）
、
30日（金）
、
5月1日（土）
、
2日（日）
、
（いずれも日帰り）7月17日
（土）
、
18日（日）
、
19日（月祝）
、
20日（火）など7月24日（土）、25日（日）、29日（木）、30日（金）、31日（土）など 3日（月祝）
、
4日（火祝）
、
5（水祝）
、
6日（木）など
内 容
会

場

参加費

３講習会共通

他の施設に比べて、
「安価で」
「利用目的にかなう」
「自然の豊

日

※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）
※冬号のご案内と実習日程が変更になっています。

日

どもにも体験させたかった」
という声は最も大きな成果です。
中

④ 施設までの距離や交通手段
（50%）
、

程 理論 4月24日（土）
実習 5月2日（日）〜 4日（火・祝）
場 所 理論 アネックスパル法円坂（大阪市立中央青年センター）
実習 大阪府立総合青少年野外活動センター
内 容「キャンプ概論」
「自然体感ゲーム」
「テント設営法」など
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、
その他野外活動に興味のある方。
参 加 費 18,000円（会員・学生15,000円）
定 員 30名

です。
平成21年度のこども会キャンプは、
約1,800人の参加が

あり、
うち300人を超える育成者の方に参加いただきましたの

第14回日本キャンプ会議
C対象事業
〜CAMP MEETING IN JAPAN2010〜 B U
『あなたのキャンプを、発表しよう！探しに行こう！』

日

予告

成者にも付き添いとして参加いただいていることが大きな特徴

日本キャンプ協会

キャンプ指導者講習会

キャンプ」
を実施しています。
このキャンプでは、
こども会の育

「子どもの時の感動がよみがえった」
「自分が体験したことを子

③ 自然環境の豊かさ
（56%）
、

大阪府キャンプ協会

水慣れ体験に始まり、
プールでの基礎的なトレーニングの後、各海洋プログラム事業に沿った活動を、
インストラクターやリーダー
そしてサポーターとともに安全に安心して実施いたします。
問合せ・申込み先：NPO法人オーシャンゲート ジャパン 事務局（担当：福田）
和歌山県白崎海洋公園（和歌山県日高郡由良町）
〒542-0086大阪市中央区西心斎橋2-18-6 アベニュー心斎橋7F
集合解散：JR紀勢線 紀伊由良駅
TEL・FAX:06-6212-6277
E-Mail:oceangate@fancy.ocn.ne.jp URL:http://www.oceangatejapan.com
各1日 14,700円
※最小催行人数 4名
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大阪府キャンプ協会 調査研究部会

た金額に見合う、
またはそれ以上の満足が得られるサービスの

｢地域におけるキャンプの
アイデンティティーは何か?」

提供」
「より多岐にわたる利用目的にも応えられるサービスの開

発」
が求められる、
とアンケートの結果から言うことができます。

市民にとって、
距離的に身近に存在しない野外活動施設は、

「こんなところにある」
「こんな施設・設備がある」
といった存在そ

のものを周知していくだけでなく、
「野外活動施設では、
こんなこ

ともできる」
「こんなニーズに応えることもできる」
といった点もあ

わせてアピールしていき、
より多くの方の
「この施設を利用してよ

「地域におけるキャンプのアイデンティティーは何か」
をさぐ

かった」
と思える体験のお手伝いができればと考えています。

る調査研究部会は、
大阪市立びわ湖青少年の家と茨木市青少

地域に根ざしたキャンプ〜育成者の声〜

年活動センターにおける利用者の声を拾ってみました。
そこか

茨木市青少年野外活動センター

ら、
「安価」
で
「目的」
に合う
「自然」
豊かな施設を求める利用者の
ニーズが浮かび上がり、
地域に根差したキャンプ活動を行って
いるキャンプの成果が見えました。

利用者の施設選びの基準は何？
大阪市立びわ湖青少年の家

高橋 陽介

茨木市青少年野外活動センターでは夏休みに、
地域で活動

しているこども会の小学３年生以上を対象にした
「こども会

鈴木 忠範

大阪市のように、
身近に野外活動体験ができる場所が少な

い場合、
市民は郊外の野外活動施設を探して利用することにな

ります。
滋賀県高島市にある大阪市立びわ湖青少年の家では、
利用者の60％が大阪市内からお越しいただいています。

大阪市内から２時間程度の移動時間で利用できる野外活動

施設は当施設以外にも多数あり、
市民から選ばれるために、
施
設ならではの魅力をアピールする必要があります。

利用者が施設を選択するにあたって、
「利用施設を決める際

の基準は何ですか」
というアンケートを大阪市立びわ湖青少年
の家の利用団体
（回答数：120件）
を対象に実施したところ、
① 利用料金（62.5％）、
② 目的にあった活動のしやすさ
（60%）
、

で、
その声の一部を紹介します。

まず
「子どもたちの頑張る姿に感動した」
という声。
初めて出

会った子ども達が友達を増やしていく姿や慣れない炊事を一

生懸命に頑張る姿など、
普段家では見ることのできない様子を
見て、
子ども達の持っている力や可能性を実感してもらってい

ます。
また、
初めて参加された方からは、
「想像とは違ってとても

楽しかった」
「この良さを来年の育成者に伝えたい」
との声もあ

りました。
参加して良さを知ってもらった結果が新たな参加者
につながっていくという流れが生まれています。

地域を対象としたキャンプを30年以上も行っていますので

には
「将来、
自分の子どももキャンプ場のリーダーになって欲し

い」
という嬉しい声もありました。
キャンプの価値を知っている

⑤ 整備状況（40％）、

大人の存在が、
年月を経ても変わらない地域のキャンプを支え

⑥ スタッフの対応（34％）、

続けてくれているのです。

⑦ 施設でできるプログラム(25％)
……という結果が出ました。
＜複数回答有＞

以上、
一部しかご紹介できませんが、
地域を対象としたキャ

かな」
施設として、
当施設を選んでいただいた、
ということがわ

かります。
料金の値下げや自然環境を大きく変えることはなか

なかできませんが、
さらに利用者数を増やすためには、
「支払っ

家族的野外活動学校（ファミリーキャンプスクール）

ンプでは、
施設までの距離や時間などの条件を活かし、
地域の
大人にこそ参加いただいて、
キャンプの意味や価値を実際に理
解していただくことが大切です。
地域の皆さんに信頼され、
安心

して子ども達をまかせていただけるキャンプ場づくりをこれか
らも頑張りたいと思っています。

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

時 5月22日
（土）
13：00〜19：00
懇親会19：15〜21：00
（費用別途2,000円）
場 所 国立オリンピック記念青少年総合センター
内 容 キャンプの事例や最新の情報提供、
研究成果の発表
（口頭発表・ワークショップ・ポスター発表・全体会）
定 員 200名
参 加 費 会員・学生2,500円 一般3,000円
（参加費に懇親会費は含みません）

TEL 03-3469-0217

BUC対象事

業

素敵世代野外学校（シニアのためのアウトドアカレッジ） B U C 対 象 事 業
程 7月17日（土）〜 18日（日）

＜今回は「家族的野外活動学校」と「素敵世代野外学校」を同開催とします。
＞

事業助成のご案内
大阪府キャンプ協会では、
キャンプ活動の普及発展を図ることを目
的に、会員（個人・団体）が実施するキャンプ活動に関する調査研究及
び指導者養成事業に対して助成いたします。助成を希望される方は
所定の様式にて、
申請をお願いいたします。
（詳細・所定の様式は当協会ＨＰよりダウンロードできます）
【締切り５月14日】
※プレゼンテーション・
・
・６月６日（日）総会後のキャンプサロンにて。
※選考結果・
・
・７月初旬頃、
通知します。

総会のご案内
大阪府キャンプ協会 平成22年度総会を下記の通り予定しており
ますので、
ご出席ください。
日時：6月6日
（日）9時45分〜13時30分
第1部 総会
第2部 キャンプサロン、21年度助成事業実施報告、
22年度助成事業候補プレゼンテーション
第3部 情報交換・交流会
会場：KOKOPLAZA
（大阪市立青少年センター）
新大阪ユースホステル

TEL 06-6167-1200

（７月15日発行きゃんぷＯＳＡＫＡ紙上でも発表します）

NPO法人 キャンピズ

問合せ・申込み先：キャンピズ事務局 TEL & FAX 06-4804-1148

障がい児・者キャンプ支援者養成講座

5月1日（土）〜 2日（日）

5月29日（土）〜 30日（日）

座

障がい児・者キャンプの意義と目的

演

習

アイスブレーク・野外クラフトセミナー シニアキャンプスタッフ体験

会

場

講

シニアキャンプの概要と介助方法

参加費

E-MailL: campwith@onp.or.jp

6月5日（土）〜 6日（日）
障がい児・者キャンププログラム

7月3日（土）
（予定）
リスクマネジメント

キャンプファイヤー・野外料理セミナー 普通救命講習セミナー

信太山青少年野外活動センター

調整中

1 回 ¥5,000、4 回あわせて¥15,000

NPO法人オーシャンゲート ジャパン
海洋自然体験活動事業講習会

日 程

※費用に含まれるものや持ち物等詳細はお問い合わせください。
海洋自然環境観察事業講習会

海洋自然体験活動支援事業講習会

5月29日（土）
、
30日（日）
、
6月26日（土）
、
27日（日）
、 5月22日（土）、23日（日）、6月19日（土）、20日（日）、
4月29日（木祝）
、
30日（金）
、
5月1日（土）
、
2日（日）
、
（いずれも日帰り）7月17日
（土）
、
18日（日）
、
19日（月祝）
、
20日（火）など7月24日（土）、25日（日）、29日（木）、30日（金）、31日（土）など 3日（月祝）
、
4日（火祝）
、
5（水祝）
、
6日（木）など
内 容
会

場

参加費

３講習会共通

他の施設に比べて、
「安価で」
「利用目的にかなう」
「自然の豊

日

※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）
※冬号のご案内と実習日程が変更になっています。

日

どもにも体験させたかった」
という声は最も大きな成果です。
中

④ 施設までの距離や交通手段
（50%）
、

程 理論 4月24日（土）
実習 5月2日（日）〜 4日（火・祝）
場 所 理論 アネックスパル法円坂（大阪市立中央青年センター）
実習 大阪府立総合青少年野外活動センター
内 容「キャンプ概論」
「自然体感ゲーム」
「テント設営法」など
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、
その他野外活動に興味のある方。
参 加 費 18,000円（会員・学生15,000円）
定 員 30名

です。
平成21年度のこども会キャンプは、
約1,800人の参加が

あり、
うち300人を超える育成者の方に参加いただきましたの

第14回日本キャンプ会議
C対象事業
〜CAMP MEETING IN JAPAN2010〜 B U
『あなたのキャンプを、発表しよう！探しに行こう！』

日

予告

成者にも付き添いとして参加いただいていることが大きな特徴

日本キャンプ協会

キャンプ指導者講習会

キャンプ」
を実施しています。
このキャンプでは、
こども会の育

「子どもの時の感動がよみがえった」
「自分が体験したことを子

③ 自然環境の豊かさ
（56%）
、

大阪府キャンプ協会

水慣れ体験に始まり、
プールでの基礎的なトレーニングの後、各海洋プログラム事業に沿った活動を、
インストラクターやリーダー
そしてサポーターとともに安全に安心して実施いたします。
問合せ・申込み先：NPO法人オーシャンゲート ジャパン 事務局（担当：福田）
和歌山県白崎海洋公園（和歌山県日高郡由良町）
〒542-0086大阪市中央区西心斎橋2-18-6 アベニュー心斎橋7F
集合解散：JR紀勢線 紀伊由良駅
TEL・FAX:06-6212-6277
E-Mail:oceangate@fancy.ocn.ne.jp URL:http://www.oceangatejapan.com
各1日 14,700円
※最小催行人数 4名
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OSAKA CAMPING ASSOCIATION
新しい出会いがあるかもね。
Vol.

異業種からの野外活動施設の指定管理運営 Ⅱ

2010 年春号

大阪府キャンプ協会 理事／大阪府立総合青少年野外活動センター 所長
指定管理者 大阪府森林組合 菅沼 肇

前回、歴史ある大阪府立総合青少年野外活動セン
ターを指定管理者として運営に至った経緯や運営に
あたって財団法人大阪府青少年活動財団（以下 財団）

72

平成22年4月15日

編 集／大阪府キャンプ協会

とがいっぱいです。
そんな中、
日々センターを訪れる子

発行者／吉水泰彦

どもたちに楽しんでもらえるよう頑張っています。
昭和42年に開設された当センターは、今年で42年

との協力関係などを記しました。財団との関係には、

の歴史を刻んでまいりました。開設当初は「東洋一の

その他にも財団が主催するキャンプ事業やＮＯＳ
（能

キャンプ場」
と呼ばれ全国的にも草分け的な施設とし

勢アウトドアスクール）
の事があります。
ＮＯＳは、
利用

て多くの利用者を受け入れてきましたが、残念ながら

者である大学や専門学校などを財団が主催してセンタ

平成23年3月をもって施設の廃止が決定されました。

ーに連れてくるというスタイルです。
名前通り能勢がフ

私自身、学生の頃キャンプカウンセラーとしてこの
「山」

ィールドの事業であり、
センターの年間利用者数の4分

で青春時代を過ごしましたので、故郷が無くなるよう

の1強を占めています。
まさにセンターにとっては主要

な気持ちです。センターを訪れた多くのキャンパーが

な顧客であり十分な協力体制をとっています。

同じような気持ちを抱いているのではないでしょうか。

さて、指定管理者制度については、色々な所で検証

今のところ廃止後の跡地の在り方について具体的な方

がなされています。我々にとって、新しいビジネスチャ

策がでていません。
ぜひ、
形を変えてでも施設が残るよ

ンスがあったわけですが、指定管理者制度には功罪色

うな方法をご検討いただきたいと切に願うものです。

々な側面があります。施設運営にフレッシュな風を吹

さて、廃止が決まった後の運営というのはなかなか

き込むという点、新規参入者による異業種のノウハウ

難しいものです。先々まで使うと思うからこそ修繕等

の導入、
コストダウンによる運営経費の節減など良い

にも力が入るものですが、先の見通しがないと
「あと１

点もたくさんありますが、一方で自前の直営施設でな

〜２年もてばいい」
という気持ちについついなってし

いことや期間を限られた運営（当施設では5年間の指

まいます。廃止後の雇用の問題もあり、そういう職員

定管理）により将来を見据えた投資が行えない、
コス

のモチベーションを維持するのが大変です。
しかし、

トダウンによりややもすれば従業員にしわよせがいく

閉鎖されるまでは利用者もあるわけですから、決して

こと、雇用の不安定化など難しい問題がたくさんあり

手を抜くことなく最後までしっかりと運営していきた

ます。
また、契約当初に決められた金額で5年間行くた

いと思います。

め、
その後の社会情勢の変化（急激な物価の上昇やイ

また、長年にわたりご愛顧を頂いた利用者や関係者

ンフルエンザの流行など）
に対して増額などは行われ

の方々にセンターにお越しいただく機会を設けたいと

ず、一方では財政状況の改革を理由に一方的な予算

考えています。その際にはご案内をいたしますので、

削減など、受け手にとってはそんな理不尽なと思うこ

ぜひご来場くださいますようお願いいたします。

〒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
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。

関西野外活動ミーティング2010
幼 児 キ ャ ン プ
その効果と可能性をさぐる

《平成21年度大阪府キャンプ協会助成対象事業》
《日本キャンプ協会BUC対象事業》

◉匠に学ぶ〜技の競演〜
【日時】
2010年2月27日
（土） ◉研究・実践事例発表
【会場】
◉シンポジウム
関西国際大学
幼児キャンプ
尼崎キャンパス

【講師】岡本 ヒロシ 氏（京都） 小谷 太 氏（大阪）
小西 巧 氏（兵庫）
研究発表 13題
実践事例発表 16題
【パネリスト】 西川正晃 氏（関西国際大学教育学部 准教授）
酒井妙子 氏（手づくりほいく研究会 代表）
〜その効果と可能性をさぐる〜
亀山秀郎 氏（学校法人七松学園 七松幼稚園）
【コーディネーター】
中野友博 氏（びわこ成蹊スポーツ大学 教授）
◉交流交歓会

「関西野外活動ミーティング」
は
「野外教育、
野外活動における研究と実践の融合」
を目
的に開催され、
９回目を迎えました。
今年のテーマは
『幼児キャンプ〜その効果と可能性を
さぐる〜』
としました。
毎年、
実行委員が議論を重ねテーマを考えていきます。
『時代が求め
ている流れは何か』
『
、これからの方向性はどうなる』
、
など知恵と経験を出し合い魅力ある
テーマが生み出されていきます。
年々発表数も参加者も増え、
2010年は29題134名の規
模になりました。
50年を超える活動実績を持つ団体が多数活躍していること、
野外教育に

研究・実践とも内容の濃い発表が
多くありました

力を入れる大学が多い、
という関西の特色を活かしながら独自の連携・協調、
まさに融合が育ってきました。
近年は若い方々や、
ＮＰＯ法人などの参加も増えてきました。
『知識や経験の差がありすぎると議論が難しいのでは』
との懸念もありましたが、
ベ
テランも若手も学生も自由な雰囲気で発表し、質問し、交流が深まっています。
テーマを
深めるシンポジウムも、実行委員が毎年分担してコーディネイトし、興味深いものになっ
ています。昨年度より
『匠みに学ぶ』のプレイベントも加わり、本物に触れる魅力が加わ

事務局日誌
■1月15日
（金） 広報部会 （森之宮庁舎）
■1月20日
（水） 常任理事会（森之宮庁舎）
■2月5日
（金） 指導者養成・会員事業部会（森之宮庁舎）
■2月6日
（土） リスクマネジメントセミナー
・7日
（日）（羽衣青少年センター・大阪国際ＹＨ）
■2月15日
（月） 部会長会議（森之宮庁舎）
■2月19日
（金） 専門委員会（森之宮庁舎）
■2月24日
（水） 常任理事会（森之宮庁舎）
■2月27日
（土） 関西野外活動ミーティング2010（関西国際大学尼崎キャンパス）
■3月6日
（土） アウトドアフェスティバル2010（インテックス大阪）
・7日
（日）
■3月8日
（月） キャンプサロン
（大阪市立中央青年センター）
■3月11日
（木） 理事会（大阪市立中央青年センター）
■3月20日
（土） 日本キャンプ協会 総会（東京・オリンピック記念センター）
■3月21日
（日） 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）

りました。懇親会の手作り感もまた大きな魅力です。学生を含めた運営スタッフが創意
を重ね、今年もダッジオーブンを活用し、温かい食事を提供することもできました。

編集後記

実行委員長の永吉先生（大阪体育大学学長）
が開会式で、
『経験50年の大ベテランと
学生が同じ会場で議論ができる、
こんな機会はどこにもない』
というような主旨でご挨拶

・ ・

旧暦で言えば、これから弥生。
・ ・ ・ ・

・ ・

いよいよ草木が生い茂る季節。

幼児キャンプに係わる方の参加が
多く見られました

されていたように、関西風味を出しながら高い専門性が学びあえる場です。昨年までの
会場で、使い慣れていた大阪府立青少年会館が売却され、新しい会場探しを余儀なくさ

新緑や花を求めてチョット

れたのですが、実行委員の高見先生（関西国際大学教授）
が調整くださり、昨年新たに開

外に出かけてみませんか？
（武村）

設された、関西国際大学尼崎キャンパスを会場とすることができました。駅から直結して

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。

おりアクセスも良く、新しく機能的な空間で、
スムーズな運営ができました。実践事例の
発表も関西の枠を超え、西日本へと広がりを見せています。大学と連携した実践研究の
発表も見られます。来年１０回の節目を迎えますが、活動や研究そして、雇用へと
『新し
３名のパネラーから大変興味深い
お話が聞けました

い風』
を呼び起こす、
「関西野外活動ミーティング」
となっていければと願っています。
実行委員
OSAKA CAMPING ASSOCIATION

焼野嘉津人（（財）大阪府青少年活動財団）

