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　府立総合青少年野外活動センターの閉鎖が予
定されている中、これまで公立野外活動施設・青
少年教育施設が果たしてきた役割を見つめ直し、
今後のあり方を考える機会にするため「青少年が
育つ活動の場を考える」をメインテーマに、基調講
演では、明治大学教授で日本における野外活動、
野外教育の第一人者のおひとり、星野敏男先生に
お話をいただきました。セミナーは、事例発表、事
例研究発表、情報交換、そして今後への提言と続
き、野外活動に携わる者にとって重要な問題提起、
ディスカッション、提言、また意見交換などが行わ
れ、関係者が抱える様々な問題・課題に対して多く
の示唆を得ることができました。
　今回も、初日午前に大阪府青年の家等連絡協議
会・第40回総会を同時開催し、会員15施設、21名
の方々にご出席いただきました。
　また、近畿を中心にした自然体験活動の指導者
の集まりである「大阪CONE（コーン）連絡会」が主
催する、「CONEフォーラム」との同時開催でもあ
り、多くの関係者が夕食・懇親会に合流するなど、
例年になく様々な関係者が集まるセミナーとなり、
多くの指導者を育成した府立総合青少年野外活
動センターの有終の美を飾ることができました。
　  　 （財）大阪府青少年活動財団 今井 正裕（事務局）

　今年の「野外活動促進セミナー」は、10月2日
（土）～3日（日）の1泊2日、大阪府立総合青少年野
外活動センターで開催されました。大阪府の方針
により今年度で府立施設の役目を終えることが予
定されている青少年の野外活動のメッカ・能勢の
キャンプ場に、大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀の近畿
一円を始め、愛媛県、東京都から15団体（施設）、
46名の野外活動関係者にお集まりいただき、盛会
となりました。

= 今回、講演、事例発表、
　　　   提言いただきました講師の方々 =

大阪体育大学教授 冨山 浩三氏
（大阪府キャンプ協会調査研究委員）

【事例研究発表】

「アメリカの事例から考える
“青少年が育つ活動の場”」

【今後への提言】

「青少年が育つ活動の場の“これから”を考える」
元 大阪府立総合青少年野外活動センター所長
大阪府キャンプ協会名誉会長 吉水 泰彦氏

■「日本型の場としての里山」　
　　NPO法人里山クラブ副代表 新田 章伸氏
■「閉校した小学校を活用した地域連携事業」
　 ～奈良県・吉野宮滝野外学校の実践例～
 　（財）大阪府青少年活動財団 吉野プロジェクト 赤木 功氏

【事例発表】

「青少年活動の場　実践事例」

【基調講演】

「青少年が育つ活動の場を考える」
（社）日本キャンプ協会専務理事 星野 敏男氏
（明治大学教授）

主催：（財）大阪府青少年活動財団 
共催：大阪府キャンプ協会、大阪府青年の家等連絡協議会、
　　 大阪CONE連絡会
協力：大阪府森林組合

※本セミナー開催にあたり会場となりました府立野外活
動センターを運営される大阪府森林組合の皆様を始め、
講師の方々、ご参加いただきました方々に深い感謝と共に
厚くお礼を申し上げます。なお本セミナーの報告書は、後
日「野外活動促進セミナー2010」として作成いたします。



　『大阪府立総合青少年野外活動セン
ター（以下「能勢」）が来年3月で閉鎖され
る。もうあのキャンプ場へ行けなくなる。』
大阪CONE連絡会（以下「大阪CONE」）
の幹事会では「最後の年にもう一度、能
勢でフォーラムをしては！」「能勢でする
なら、大阪府青少年活動財団･大阪府
キャンプ協会・大阪府青年の家等連絡協
議会が共催で実施している「野外活動促
進セミナー」（以下「促進セミナー」）も能
勢なのでジョイントしては」との提案が
あった。
　大阪CONEとしても、フォーラムを単
独で実施するよりも沢山の参加者があれ
ばCONEの活動が野外活動の関係者に
も知ってもらえる。自然体験活動を指導
する者も参加者が多いと励みになる。基
調講演も期待できるなどの利点があるの
で、CONEの参加団体の活動を尊重しな
がら交流が図れるようにすることで共催
実施が決定された。
　共通のテーマは「青少年が育つ活動の
場を考える」で、大阪CONEのこの事業の
役割としては1日目の事例報告。担当は
里山倶楽部の新田章伸氏が「日本型の場
としての里山」のテーマで発表。また2日
目の午前中は参加者が自由に選択して参
加できる自然体験活動の指導を５団体
【シニア自然大学校が「オカリナ作り」、府
レクリエーション協会が「自然の宝もの
探し」、ネイチャーゲーム協会が「ネイ
チャーゲーム」、里山倶楽部が「日本的自
然観」、自然環境保全協会が「自然観察」】
が担当。
　10月2日（土）1日目、CONE関係者は
各団体が実施する研修や基調講演、事例
発表に分散して参加。夜の全員が集合し
た交流会では施設提供の食事の他、能勢
のキャンプリーダーがダッジオーブン料
理などを提供してくれ温かい雰囲気の中
で色々な団体の方と交流を深めることが
できた。「キャンプソング」の時間では能勢
で唄った歌や想いがよみがえり、もっと唄
いたい雰囲気であった。2日目午前中は担
当した団体毎に自然体験活動を指導。全員
が参加した最後のファイナルセレモニーは
生憎の雨になったが会場を野外からホー
ルに変更して能勢への想いを刻んだ。

　参加者はCONEフォーラム60名。事業
全体としては総数100名余りになった。
　アンケートでは『今回「CONEフォーラ
ム」に参加されていかがでしたか？』の問
に対して、「大変満足した」「満足」の回答
が35人中34人であった。『野外活動セン
ターは、来年3月末を持って閉鎖されます
が何かコメントは!』には、

　　　　　　　　　　…などいろいろ。

　今回のフォーラムは共催で実施するこ
とにより「能勢のファイナルを共有でき
た」「活動を同じくする他団体のメンバー
との交流ができた」「独自で研修会を持っ
た団体にとっても従来の形にないものが
得られた」「大阪で自然体験活動をより推
進するには、同じ思いで取り組んでいる
団体や個人のネットワークが重要との認
識がうまれた」そして、２事業をコラボレ
イトすることで単独で実施する以上の成
果をあげることができた。
　3月で能勢は閉鎖されるが、多くの青
少年を育てる体験活動施設の重要性を
改めて考える必要がある。今回の能勢で
活動した想いを胸に雨の降る本館を後に
した。
      大阪CONE連絡会 代表　松尾 博之

※大阪CONE連絡会：NPO法人自然体
験活動推進協議会（CONE）は全国で会
員が約300団体あり、その内、大阪に事
務所がある団体、全国規模で大阪に支部
や事務所を持っている団体合わせて20
団体で構成。年数回の連絡会や年1回の
フォーラムを毎年実施し、緩やかな連携
や交流を行っている。
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本日提供する活動内容を紹介

オカリナ作り

自然観察の指導

ネイチャークラフトを研修

ネイチャーゲームの指導
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　紀泉わいわい村周辺の山々も赤く染まり、今年も栗や柿、
畑のサツマイモなど、自然の恵みが豊かに実りました。そんな
実りの秋に感謝し、11月3日に8回目の収穫感謝祭を開催す
ることが出来ました。当日は秋晴れの祭り日和となり、様々な
地域からおよそ1,000人もの方が来村され、里山の休日を満
喫されました。
　日本の原風景である里山らしい様々なプログラムの中に
は、そば打ち体験や昔ながらのお餅つき体験をはじめ、野遊
び体験、稲の足踏み脱穀体験など、今となっては体験するこ
との少なくなったプログラムを取り入れました。また、里山に
響き渡るコンサートでは、紀泉わいわい村の雰囲気にぴった
りなオカリナの演奏に癒されたり、不思議な南京玉簾のパ
フォーマンスに魅了されたりと来村者の目が釘付けになる程
の好評を頂きました。このようなプログラムのほとんどが、泉
州地域で活動をされている団体の皆様にボランティアで協
力いただいています。

　また、『千人鍋』による豚汁コーナーでは、リサイクルがで
きる器を使用し、割り箸の回収リユース・ゴミの分別を来村
者に呼び掛けました。更には、何でも簡単に手に入る社会で
はなく、スローフード社会への理解と気付きをテーマとして
掲げ、コンポストで作り出した堆肥によるエコガーデニング
コーナー、そして、わいわい村の畑で実った安心安全な野菜
を安価で販売提供することが出来ました。このようなわいわ
い村の願いが来村者に少しでも届き、自然環境保護への意
識に繋がればと願っています。
　これからも地域の方々と共に自然溢れる里山に親しんで
いただけるように努め、日ごろの喧騒を
忘れられるような里山の休日を過ご
していただければと願っています。
　

　11月6日から1泊2日、大東市青
少年野外活動センターで、小学3年
生から中学1年生まで16人を迎え、「秋のエコキャンプ『森
の楽校～チャレンジキャンプ～』」を実施しました。
　今回のキャンプでは、「チャレンジ」を合言葉に、野崎観音
からキャンプ場までの道のりも、地図とコンパスを頼りに、
チームごとに思い思いに目指しました。
　夕食は、ポトフとポパイ炒めとピザ。こども達だけでかまど
に薪を組んで火をつけ、食材を切り、味付けまでしました。ま
た、ピザは生地を捏(こ)ねるところから作り、ピザ釜で焼いて
食べました。“エコ”キャンプでは、いつも水の使い方、季節の
食材などを考えながら自炊を行なっていきます。ご飯はとて
も美味しく、みんなあっという間に食べてしまいました。夕食
の後のキャンプファイヤーでは、火の神と一緒に踊りまくり。
その後、夜の森を感じながらのナイトハイク。女の子たちは、

怖がる小さい子の手を大きい子がつなぎ
ながら歩いていました。

　メインプログラムである2日目のオリエンテーリングは、地
図とコンパスを使いながら、3つのポイントを回りました。地
図の読み方や自然に関するクイズに対して、各チーム、リー
ダーの力を借りずに、自分達で頭をひねりながら問題を解い
ていきました。また、毎回、参加者1人につき苗木1本分を、海
外での植林活動に充てています。そうして世界の環境につい
ても考える機会にしています。
　今回、こども達にとって少しハードに感じるプログラムも
ありましたが、みんなからは笑顔で「しんどかったけど楽し
かった。」「次のキャンプではこんなことがしたい」という声が
聞けました。また、みんなの楽しめるキャンプを企画したいと
思いました。
　　　　　    JAFS国際グリーンスカウト大阪　芳賀 明代

♪

♬
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大阪YMCA里山の自然学校
「紀泉わいわい村」スタッフ

和田 榮理



　キャンプソングの詩は、「海や山や高原、木や森や植物、
生き物や動物、アクティビィティ、健やかな心身、人の関わ
り、友情、夢、希望、平和、出会い、別れ等」をテーマにして、
あるがままの姿を美しく表現されています。自らの経験か
らもこれらの詩に共感し、少年や学生の時の純粋な気持ち
を想起して、ついつい口ずさんでしまいます。
　こんなことを思いながら、キャンプソング集をながめ、口
ずさんでいると、『あの青い空のように』の詩が気にかかり
ました。人の行いを表した詩と歌いやすい曲で多くの人に
親しまれています。一番は、「よろこび　ひろげよう」「ちい
さな　ぼくたちだけど　あの青い空のように　すみきった
心になるように」です。さて、この五番では「怒りを　燃やそ
う」と歌います。私自身の手前勝手な理解ですが、この詩だ
けが「抗議する」「抵抗する」というプロテストソングの色合
いを強く感じます。この「怒り」とは、キャンプを考えている

私たちの「問題意識」と置き換えてもよいのではないで
しょうか。キャンパーを取り巻いている社会や環境の課題
に対する「問題意識」からキャンプを考えないことには、
キャンプの価値やネライは明らかにならないと思います。
このように企画されたキャンプでは、「気づきと学び」が生
まれ、私たちの行動変容を促します。一人ひとりの行動変
容こそが社会がより良い状態へ変わっていくための源泉
になります。典型的な例として、キャンプを通して、地球環
境にやさしい生活様式を学び、行動変容していくことは、
自分の内だけに留まることなく、周囲の人々も社会もより
良く変化していくことに繋がります。
　『あの青い空のように』の五番は、
キャンプに関わる私たちの「問題意
識、怒りとは何か」ということを質
しています。

吉田 望
小林 光
長尾 義信
淺岡 輝香
天堀 英香
井口 真緒
池端 晃平
石川 愛

伊藤 ひとみ
伊藤 瑠衣
岩崎 志穂
鵜飼 真理
井出 志歩
内田 俊基
浦岡 賢治
大石 果歩

大西 恭平
小田 圭朗
柏木 麻里那
片山 晃輔
可部 純輝
黒島 克信
上妻 瑞希
阪本 和樹

澤田 唯
下迫 佳永
下村 潤
竹原 芽依
谷本 沙帆理
田村 亜紀
長井 友美
西野 太稀

西前 諒
橋本 淳平
長谷川 雄大
林 翔太
春 知栄美
廣山 純平
藤井 未希
松下 広嗣

松村 祥章
蓑輪 あおい
宮﨑 寛子
矢野 恵理
山柿 博権
山本 貴寛
山脇 正貴
横川 里紗子

新会員名簿（12月15日現在　敬称略　順不同）

大阪府キャンプ協会は平成23年度に

◎記念式典
◎記念事業

◎記念ロゴ・キャッチフレーズの募集
◎記念誌の発刊　等々

※詳細は決まり次第当協会ホームページや、
　次回春号の広報誌上等でお知らせいたします。

大阪府キャンプ協会では、平成23年度に設立20周年を迎えるにあたり、実行委員会を立ち
上げました。実行委員会を中心に大阪協会の特徴を生かした様々な周年事業を計画中です。記念

事業
（案）

設立2 0周年を迎えます！！設立2 0周年を迎えます！！
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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…

（財）大阪府青少年活動財団　武村 尚史（広報部会）
今回は炭の効果（パワー）について紹介します！
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　私がキャンプに出会ったのは、大学生時代のインターンシップ
でした。
　今まで学校でのクラブ活動しか知らなかった私にとって、キャ
ンプはとても新鮮なものでした。
　このインターンシップを縁に、海洋センターにお世話になり２
年が経とうとしています。
　１年目は野外活動の意味や、子ども達とどのように接して行け
ば良いのか、何を伝えれば良いのか等で悩みました。
　２年目になり担当させて頂くキャンプも増え、日々子ども達にマ
リンスポーツの楽しさや、海の不思議を感じてもらえる様なゲー
ム、自炊をする面白さを伝える中で、子ども達が楽しいことに夢中
になる姿、困難に向かう姿、また友達と協力し合っている姿、そし
て帰りに見せてくれる笑顔を見て、野外活動が子ども達の良い思
い出や自信に繋がっているということが、少しずつですが解って
来た様に思います。
　まだまだ新人ですが、海というフィールドで、たくさんの想い出
の場を提供できるよう成長し続けて行きたいと思います。

　キャンプディレクターを任されるようになって１年が経とうと
しています。それまでは見習いとして先輩職員に帯同していくこと
はありましたが、現在はいちディレクターとして、キャンプ事業に
携わっています。
　私は職場で最年少ですから、一回りも二回りも年上の先輩職員
に、知識も技術も追いついているとは思いませんし、同等にディレ
クターをやるということにプレッシャーを感じることもあります。
しかし、いざキャンプが始まるとディレクターの力量の有無は、参
加する子どもたちや学生リーダーにとっては関係のないもので、
彼らからすると私が『プロ』であることには変わりありません。
　ですので、何があろうとプロとしての意識を常に持ち続けなけ
ればなりません。経験することを無駄にはできません。自分らしさ
を失ってはいけません。
　きっと私は今「ディレクターなら誰もが通る道」に立っていま
す。１歩１歩を踏みしめて、迷うことのないよう、『本当のプロ』に
なれるよう、突き進んでいきたいです。

麓 香織
大阪府立青少年海洋センター　NPO法人ナック

「キャンプに思うこと」 『プロ』ということ

（財）大阪市青少年活動協会
國吉 啓介

《これらの効果をうまく利用して》
靴やかばん、服等の保管時に通気性の良い布にくるんで炭と
一緒に入れておく事で、湿度が調整され、カビや雑菌の繁殖
を抑え、臭いも吸収してよい状態で保管できます。
材料を持っていく時や野菜の保管時に、炭を入れると「エチ
レンガス」を吸着してくれるので鮮度が長持ちします。
くだものと一緒に入れると、熟すのが遅くなってしまうので
注意してください。
ゴミ処理の時に一緒に入れると、悪臭、腐敗防止になります。
ご飯を炊く時に一緒に入れると、遠赤外線でふっくらと、また
ミネラル分が溶け出しおいしくなります。

《注意》
効果を持続させる為に、脱臭・吸着・調湿の場合は、3ヶ月か
ら半年に1度通気性の良いところで天日干ししてください。
水や食品に使う場合はしっかり水洗いをして、煮沸をし、よく
乾燥させてから使用してください。この場合、白炭がお薦め
です。ミネラル分は使用すると減っていきます。

◎脱臭・消臭効果
空気中にある、いやな臭いを炭が吸収します。
◎吸着効果
空気中にある、臭い以外にも、様々な微粒子成分を吸着す
る力を持っています。
◎調湿効果
湿度が高くなると水分を吸着し、低くなると放出して一定
の湿度を保とうとします。
◎浄水効果
水道の塩素やカルキ臭を吸着し、また、炭に含まれている
ミネラル分が水に溶け出すことで、水がおいしくなります。
◎遠赤外線効果
調理時は内部まで熱が通り、焼き物以外でも材料がおいし
く調理できます。
身に着けることで、体の内部まで熱が伝わり、血行や代謝
の促進効果が期待されます。

OSAKA CAMPING ASSOCIATION
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キャンプはWin-Win（ウィン・ウィン）

地域のWinと大学のWin

　今や大学にとって「地域貢献・社会貢献」は必要不可欠で
ある。私が所属している大阪体育大学でも体育・スポーツと
いう特色を活かして、大きく2つの側面、施設や物などの
ハード面と人材や研究成果といったソフト面からの貢献が
みられる。特に、専門的な先生方が多いため、高齢者の方へ
の運動指導、トップアスリートへの競技力向上支援、あるい
は体育・スポーツ施設の利用調査やプロスポーツ観戦調査
など、本学が持ち得る力は地域や社会のさまざまな分野で
活かされている。もちろんそこには学生の力も大きく貢献し
ている。若い彼らのエネルギーは体育・スポーツを通して、
多くの人に豊かな体験を提供している。また、地域や社会の
一方向だけのメリットでなく、実践現場に出ることは我々大
学教員や学生たちにとっても学内では決して得ることがで
きないたくさんの発見や学びがある。まさにサービスを提
供する側とサービスを利用する側の双方がお互いに利益
が得られるWin－Win（ウィンウィン）の関係が色濃く存在
している。

　本学の地域貢献がWin－Winとなるツールの1つにキャ
ンプがある。「大阪体育大学生涯スポーツ実践研究セン
ター」が拠点となり、さまざまなキャンプを提供している。本
学が立地する熊取町や近隣の泉佐野市の年長から小学生
までを対象としたキャンプは年間で6つ実施、高齢者を対
象としたデイキャンプも長く続いている。

　キャンプは、集団、指導者、プログラム、そして自然の4つ
で構成される。キャンプの効果と言った時、その原因はこの
4つの中のどこか（複数で複雑）にあると考えられる。さて、
大学と地域がつくり出すキャンプは大学と地域にどのよう
な効果をもたらすだろうか？先の4つの視点から見ていくこ
とにしよう。
　まず、集団は参加者である地域の人々と企画者である大
学の学生や教員から成る。おそらく日常生活では接点のな
い人たち、接点のない年代の集まりである。参加した子ども
たちにとっては大きなお兄さんお姉さんたちが自然遊びや
野外炊事を教えてくれる。子どもたちから見ればスーパー
マンである。でも、時には思いっきり怒られることも。親や学
校の先生以外の人とのこのような本気の関わりはお互いに
とってとても重要である。
　次に指導者は大学の学生達である。私の口癖は「参加費
を頂いている限り、これはプロの仕事」。彼らにとって本物
の指導現場は普段の学生生活では味わえない緊張感があ
る。教員からみれば普段はできない教育現場がここにある。
一方、参加者にとっても年代の近い（あるいは孫ほど遠い）
がむしゃらなリーダーは並ならぬエネルギーを与えてくれ
る（すでに私は完敗です）。これは大きな教育力。
　次に、プログラムであるが、面白くて深いプログラムを作
るには地元のことやそこの自然を知っていないとできない。
学生達にはできるだけ探検をさせ、「キャンプのプログラム
は自然の中にある。」と言ってプログラム開発を試みてい
る。実は意外なことに参加者も地元のことをほとんど知ら

ない。大学と地域が一体となってここにし
かないキャンププログラムを開発したり、
既存のキャンププログラムに地域性をち
りばめることができたら面白いと思う。ま
さに地域のアイデンティティをつくり出す
だろう。最後に自然については大学にとっ
ても地域にとっても変わらずそこにあり続
けるものだから、キャンプの有効性を見出

しつつ、大切に守るという姿勢を育むことが重要であろう。
　以上、キャンプでつながる地域と大学には両者にWin－
Winの関係がみられ、その中にキャンプと地域と大学が織
り成すアイデンティティを確立することができると考える。
今は、それに挑戦し続ける日々である。
  　大阪体育大学　講師　伊原 久美子（調査研究部会）
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日　時
場　所
内 容

対　象
参加費
定　員
主 催
共 催

関西野外活動ミーティング2011

3月6日（日）10時～ 20時
関西国際大学　尼崎キャンパス
基調講演「ヒューマンエラーを考える」桐生正幸（関西国際大
学教授）、選択ワークショップ（午前）、研究・実践事例発表、
シンポジウム、交流交歓会など。
野外教育・野外活動に関わる方・これから始める方
一般  3,000円 学生 1,000円
100名
関西野外活動ミーティング2011実行委員会
関西テレビ青少年育成事業団

日　時
場　所
参加費
定　員

2月24日（木）19時～ 21時
大阪YMCA国際文化センター
一般 1,500円  会員1,000円
50名

日 時 理論　4月23日（土）10時～ 16時
実技　4月29日（金・祝）～ 5月1日（日）

※会場・参加費等詳細につきましてはHP等でご案内いたします。
3月12日（土）～ 13日（日）
森林公園くつきの森（滋賀県朽木：旧大阪ガールスカウトトレーニングセンター）
早春の朽木の森を楽しみます。
NPO法人アサヒキャンプ

日　時
会 場
内 容
協 力

BUC対象事業

BUC対象事業

BUC対象事業

BUC対象事業

キャンプワークショップ
「オーストラリアにおけるキャンプの教育・福祉への貢献」

キャンプ指導者講習会

家族的野外活動学校
素敵世代野外学校

兼 リスクマネジメントセミナーin関西
　 テーマ「野外活動における事故を考える」
　　　　 ～ヒューマンエラーは何故なくならないのか～

TEL  06-6167-1200

財団法人大阪府地域福祉推進財団
ビッグ・アイ　フォーラム２
～“Adventure for all”
  障がい者のための国際野外活動フォーラム～

NPO法人 日本森林ボランティア協会
第27期森林大学
～森林ボランティア養成講座～

TEL  06-6376-8255TEL  06-4304-0294

予 告
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外
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日
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う
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〈お申込み〉
NPO法人日本森林ボランティア協会
〒530-0013大阪府大阪市北区茶屋町2-30
TEL＆FAX　06-6376-8255
http://www.npomori.jp/　E-mail mori@npomori.jp
※この事業は（社）国土緑化推進機構の「緑と水の森林基金」助成事
業です。

〈お知らせ〉
大阪府キャンプ協会事務局は2月末頃に移転予定です。移転時期、
新事務局の連絡先等はホームページ上でご案内いたします。

同時
開催

日　時

場　所
内 容

参加費
定　員

2月22日（火）13時～ 21時
　   23日（水）9時～ 12時
国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）（堺市）
オーストラリアの先進的な障がい者の野外活動事例。そし
て、日本での試み。すべての人がより豊かな人生を送ること
ができるよう障がい者家族とキャンプ運営者が一同に会し、
語り合うことで交流を深め、今後のネットワークを広げる
フォーラム。
無料（宿泊を希望の場合、別途要）
100名（各日）先着順　1日のみの参加も可。

日　時
場　所

内 容

参加費
定　員

4月20日（水）～ 10月1日（土）、全19回（宿泊実習有り）
講座：大阪YMCA会館
実習：いずみの森、少年自然の家、箕面国有林、金剛山活動地ほか
もっと森林のことを知りたい、もっと森林で遊びたい、
そして、自分の力で森林を守りたい
　　　　　　　――――そんな人のための市民大学です
30,000円（野外実習の交通費・宿泊費　別途要）
30名　　　　　　　　　　※詳細はHPをご覧ください。

（オーストラリアキャンプ協会CEO／オーストラリア野外活動協議会代表）

ビクトリア州成年後見人事務所（Office of the Public Advocate 
in Victoria）で障がい者の権利擁護および知的障がい者の教育の
仕事に15年以上にわたって携わってきた。またかつては、ビクトリ
ア・ボランティア協会（Volunteering Victoria）の代表やオーストラ
リア・ボランティア協会（Volunteering Australia）の理事も務めて
いた。2006年から現職。

講師：デビッド・ペセリック（David Petherick）

※参加費等詳細につきましてはHP等でご案内いたします。
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片山宣博、城越幸一、武村尚史、

　　 
橋本啓、橋本恵典、杢國子

※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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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。

－はじめに－
　平成12（2000）年、大阪府青少年活動財団は、特
色ある組織キャンプの実践のため「人を育てる野外学
校」を大阪府立総合青少年野外活動センター（大阪府
能勢町）に設立しました。所在地である「能勢」の名前
を冠した「能勢アウトドアスクール」、通称「NOS（ｴﾇ・ｵ
・ーｴｽ）」と呼ばれる組織は、平成21年度までの10年間
で、延約1,400団体、11万人の方々に、通常の施設利
用では対応できない専門性を前面に打ち出した「個性
ある多様な組織キャンプ」を提供してきました。　
　今回は、その設立背景と、特徴、そして具体的な実
施例をご紹介したいと思います。
－背　景－
　昭和42（1967）年の開所以来40数年、西日本最大
の野外活動施設として、又、学校キャンプを中心とし
た組織キャンプのメッカでもある大阪府立総合青少
年野外活動センター（以下「センター」）が、大阪府の
方針により、平成23（2011）年3月末をもって府立施
設としての役目を終える事になりました。
　センターはその広大なフィールド内に山･川･森・池
を有し、稀少な動植物が生息する自然に恵まれた地で
あり、長年多くの府民に親しまれてきました。私自身、
通算30年余りに及ぶセンター勤務を通して、時々の
社会状況に応じた野外活動の変遷を肌で感じてきま
した。私にとっても、閉鎖は非常に寂しく残念です。
　バブル崩壊（1990年頃）、阪神淡路大震災（1995
年）と大きな社会情勢の変化に伴い、センターの利用
者数は激減の一途をたどりました。ピーク時の利用者

数9万人強が、平成11（1999）年には6万人弱までにな
り、センターの存続を賭けての利用促進が至上命令と
なりました。試行錯誤の結果、将来への可能性を賭けて
“NOS”を新事業として立ち上げることになりました。
－特　徴－
　NOSのポテンシャル（資源）は、設立以来、当財団が
蓄積してきた教育的な野外活動全般に関するハード、
ソフト両面でのノウハウと人材でした。
　学校キャンプ中心に展開していたセンターでは、利
用する学校や団体は実施プログラムの指導対象であ
り、呼称はどちらかと言えば上から目線の“利用者”で
した。NOSでは、その呼称は“利用者”から“クライアン
ト（顧客）”に変化させました。
　NOSの料金システムは、施設の利用料金とは別に
指導料・企画料をプラスするパッケージシステムを
とっています。当然、それに伴う付加価値や、高いコス
トパフォーマンス（費用対効果）が求められました。
キャンプ目標も、一般的な（たとえばよくある）“全人格
的成長”という漠然とした表現方法ではなく、各クライ
アントのニードに沿ったキャンプコンセプトを提示し、
期間を通してコンセプトに即した内容をプランニング
しました。個々単一プログラムにおいても、“なぜ、その
プログラムをそこで、そのタイミングで”と、目的を明
確にしています。

個性ある多様な組織キャンプへの挑戦
【ＮＯＳ（Ｎose Outdoor School） 平成12年度から10年間の試み】

事務局日誌

大阪府キャンプ協会理事／（財）大阪府青少年活動財団NOS（Nose Outdoor School）校長　奥 義博

広報部会（森之宮庁舎）

キャンプディレクター２級養成講習会（PD）

（府立総合青少年野外活動センター）

キャンプディレクター２級養成講習会（MD）

（府立総合青少年野外活動センター）

常任理事会（森之宮庁舎）

専門委員会（森之宮庁舎）

■10月15日（金）

■10月29日（金）

　　　～31日（日）

■10月30日（土）

　　　～31日（日）

■11月29日（月）

■12月3日（金）　


