Vol. 76

OSAKA CAMPING ASSOCIATION
Vo l .

個性ある多様な組織キャンプへの挑戦 Ⅱ
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【ＮＯＳ
（Ｎose Outdoor School）平成12年度から10年間の試み】
大阪府キャンプ協会理事／NOS（Ｎose Outdoor School）校長

NOS（能勢アウトドアスクール。通称:エヌ・オー・エ
ス）は現在、大学・専門学校・高等学校、競技スポーツ
クラブ・企業研修と多種多様な対象（クライアント）
に
対応していますが、今回はその中でも競技スポーツク
ラブ（Ｊリーグのジュニアユース世代〔中学1年生〜3
年生〕）の選手育成のためのキャンプ合宿を簡単に紹
介します。
平成17年度より年間2回（春季2泊3日、夏季3泊4
日）
にわたり、
クラブチームのキャンプ合宿を継続して
指導しています。チームを擁する会社にとって、多額
の経費支出を伴うキャンプ合宿の目的は、単純明確に
“チームの総合力強化”であり、毎回の事業ごとにそれ
に見合うコストパフォーマンスが求められています。
当初（17年・18年）は、
メンバーの意識を野外活動プ
ログラムに集中させるため、
サッカーチームの強化合
宿にもかかわらず、
サッカー練習メニューは一切組み
込まない事を一つの方針としました。練習がないとい
うことでメンバーも戸惑っていたようですが、我々の
位置付けを「チーム育成サポートスタッフ
（野外活動
担当）」
とし、
「サッカー練習以外の活動で多くのことを
学ぶための指導者」
としてメンバーに接し、
「オフ・ザ・
ピッチ」での体験活動の重要性を、監督・コーチ以外
の外部指導者として選手に伝えました。
練習を盛り込まずに体験活動主体で行う合宿にお
いて、選手達の日々の変化（個人の変容）が、徐々に監
督・コーチなど指導者に浸透し、現在では、先方から
「あえて練習なし」
の依頼を受けるまでになりました。
最近ではメンバー自身が春・夏のキャンプ合宿の意
味を十分理解しており、状況を見てボール練習も取り
入れています。一方、課題達成型の活動においては、
彼らはセレクションされたメンバーでもあり、同年代
の少年達と比較して、卓越した身体的能力や高いモチ
ベーションを有していることを考慮し、実施プログラ
ムは通常のキャンププログラムに比して高い負荷をか
け、
《チームビルディング》、
《自分への気づきやチャレ
ンジ》、
《 個人・グループでの達成感》を実感できるプ
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ログラムを毎回提供しています。
チームが体験するプログラムは、各学年（Ｕ13･
U14・U15）単位で目標設定をし、年ごとにステップ
アップしながら実施しています。前回でも述べました
が、
キャンプ目標の多くは、
どちらかと云えば漠然とし
た表現が一般的です。
しかし、
このチームの場合、17
年度は
『大自然の中で、
グループ活動を通して人間関
係トレーニングの場とする。サッカー選手としてのコ
ミュニケーション能力を高める』でスタートした目標
も、22年度は『大自然の中で、野外活動を通してチー
ム内の人間関係を構築し、チームワークを高める。
サッカー選手としての「心・体」
を鍛える』
と、
より具体
的に進化しました。
チームの5年間の一貫した目標は、
豊かな人間関係を築くための“コミュニケーション能
力の向上”です。
この目標は、競技スポーツチームだけ
ではなく、大学・専門学校・高校の競技スポーツ系クラ
ブ・企業研修の合宿に関して共通しています。
コミュ
ニケーション能力の低下は、現代の青少年が抱えてい
る問題点だと思います。
−まとめとして−
長年、キャンプを職業としてきた者の実感ですが、
キャンプにおいて、
「 客観的評価の目安になるプログ
ラム効果の数値化」
は大変困難ですし、調査方法にも
工夫が必要です。
このキャンプ合宿では、
キャンプ前、
期間中、
キャンプ終了後にアンケート形式の効果測定
調査を実施し、効果（総合的・個々プログラム）
を数値
化しています。
これが、対象のクラブチームから高い
評価を得て、
キャンプ合宿が長年継続している一因だ
と思います。
またここで得られたノウハウを用いて、現
在では、10余りの高校・クラブチームへ拡大していま
す。
期間中、“オフ・ザ・ピッチ”での少年達の行動や表情
の変化に目を見張る事も非常に多いですが、
そのプラ
ス面での変化を、チームの監督・コーチなど育成ス
タッフが、いかに“オン・ザ・ピッチ”で『一般化』
させて
いくかが課題といえるでしょう。
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この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

（日）
ョンで開催
６日
コラボレーシ 学・尼崎キャンパス３月
大
in 関西国際

《日本キャンプ協会BUC対象事業》

関西野外活動ミーティング2011 リスクマネジメントセミナー

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〜

今年は第10回記念開催ということもあり、多くの企業・団体から協賛・協力をいただき、
また120名を超える参加
者が集まり、節目にふさわしく活気あふれる内容の濃い1日となりました。
午前中のプレイベントでは、〜安全を考える〜をキーワードに
「心・身体・活動」の3つの分野から選択をするワー
クショップが行われました。事業参加者の成長を促すためにリスクとどのように付き合うのか、参加者のフォローは
どのようにしたらいいのかを学びました。
午後からは研究・実践事例合わせて18題が発表されました。野外活動においての効
果・影響などの研究成果や各団体の取り組んでいる活動報告について発表者とフロアと
の活発な意見交換が行われ、多くの刺激を得る機会となりました。
基調講演に関西国際大学教授の桐生正幸氏を迎え、
『ヒューマンエラーを考える』を
「心の安全」
ョップ
選択ワークシ

テーマに講演いただきました。
ヒューマンエラーとは人間の認
識・行動の失敗のことをいいます。認識や判断の段階で失敗

する“ミステイク”と、行動の段階で失敗する“スリップ”の２つに分類されますが、人間はエ
ラーするものだという基本的な観点から、事故を最小限に抑えるためには『十分な知識
を得た上でリスクを意識し、適度な不安を持つこと』
が必要だとお話しいただきました。
最後に行われたシンポジウムでは「野外活動における事故事例からヒューマンエ
ラーがなぜなくならないのか」
が話し合われました。基調講演に引き続き、桐生正幸氏と
（財）関

シンポジウ
ム

西テレビ青少年育成事業団の畠中彬氏、
（財）大阪府青少年活動財団の奥義博氏をパネリストに迎え、関西学院大学

事務局日誌
■１月１４日
（金） 広報部会（森之宮庁舎）
■１月２５日
（火） 周年事業実行委員会（森之宮庁舎）
■１月３１日
（月） 専門委員会（森之宮庁舎）
■２月１０日
（木） 常任理事会（森之宮庁舎）
■２月２４日
（木） 専門委員会（ＹＭＣＡ国際文化センター）
（ＹＭＣＡ国際文化センター）
■２月２４日
（木）キャンプワークショップ
■２月２６日
（土） 事務局移転作業

２７日
（日）
■３月 ６日
（日） 関西野外活動ミーティング２０１１
（関西国際大学尼崎キャンパス）
■３月 ９日
（水） 理事会（ＹＭＣＡ国際文化センター）
（インテックス大阪）
■３月１２日
（土）アウトドアフェスティバル２０１１
１３日
（日）
■３月１８日
（金） 常任理事会（事務局）

編集後記
ひとりの小さな手…
それでもみんなの手と手を合わせれば

の甲斐知彦氏のコーディネートで多くの意見が交わされました。経験・努力をすることで、なくせる「ヒューマンエ
ラー」
もあれば、成功体験・慣れが引き起こす
「ヒューマンエラー」のように100%防ぐことが出来ないものもある。人
間は成功体験が続けば慣れが出てきてしまうものだということを十分に理解し、
日頃からのトレーニングを怠らず、
過去のデータベースを分析し、今後の対策を打ち出す必要があるということなど様々な提言をいただきました。
１日を通して多くの意見・情報交換がなされましたが、共通して言えることは
「リスク・ヒューマンエラーを重んじる

何かできる。何かできる。

ばかりに、ハード面ばかりを強化してしまっては、野外活動の本来の目的を見失うのでは

（一人の手/本田路津子より）

ないか」
ということです。野外活動だからこそ引き出せる青少年の成長があると研究発表
の中にもありました。人の力でフォローし合い、目的達

一日でも早い復興を願います。（武村）
編集：大阪府キャンプ協会 広報部会
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

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。

成のためにハード面・ソフト面のバランスを考えながら
くさんの
今回もた

りました
参加があ

安全な野外活動を続けていくことが私たちに求められ
ているのでないでしょうか。

（財）関西テレビ青少年育成事業団

坂本 真由美（指導者養成会員事業部会）
OSAKA CAMPING ASSOCIATION

主催
関西野外活動ミーティング実行委員会
財団法人関西テレビ青少年育成事業団
協賛・協力団体
大阪体育大学・財団法人大阪府青少年活動財団
株式会社モンベル・株式会社ティエラコム
関西国際大学
社団法人日本キャンプ協会 近畿ブロック各協会
（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）
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キャンプが果たす教育・福祉への貢献

大阪アウトドアフェスティバル2011

〜オーストラリアの実践より〜

大阪府キャンプ協会では、
９年前からこのフェスティ

バルを応援するための後援団体のひとつとなり、広報協

2月24日
（木） 大阪YMCA国際文化センター

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。
５年前からは、家族向けに
「自然パビリ

今回のキャンプワークショップは、
オーストラリアキャンプ協

スタッフと約120人のボランティアが携わっています。そのボ

会CEOデビッド・ぺセリック氏を招いてオーストラリアのキャン

ランティアは、世界中の大学から参加しており、幅広い募集を

前半は、
日本語訳されたプロジェクターを見ながら、
オースト

めの専門知識と実践を踏まえた多様にわたるカリキュラムの

プ事情についてお話をいただきました。

とでした。

きるようにすること。」
「キャンプに関心を持つ人に共有ビジョン

リアワインをいただきながら、交流会を兼ねて質疑応答の形に

様々な交渉を行なうこと。
」
等、
大きく7項目を挙げていました。

●学校キャンプは、
学校が始まる2月が多く、長いところは、2週

会の目標としては、
「全ての人がキャンプの経験を持つことがで

で
好きの人
ウトドア
親子やア
！
た
し
賑わいま

後半は、奥様も交えて、
デビッド氏からのお土産のオーストラ

を作りあげること。」
「キャンプ産業の認知を高め、行政機関との

なりました。

間行なっていること。

また、限られたスタッフで目的を達成するため、
「二本の柱」
と

● 学校キャンプや、
障がい者キャンプの参加者の負担はわずか

して、
キャンプの意義を知ってもらうための啓発活動と、安全な

で、
プログラムや運営部分のほとんどは行政が負担しているこ
と。

キャンプを行なうために、
リスクマネージメントに取り組む必要
性を示していく活動をしているとのことでした。

●人気のプログラムは、
OLやWRなどで、乾季があるため、
日本

その他に、優良キャンプ場の認定を行ない、学校に紹介した

ではお馴染みの野外炊さんやキャンプファイヤーはあまり行
なわないこと。

り、ガイド冊子の配布や、個人向けにも対応しており、年間

●選択したアクティビティーごとに30〜50人が1グループにな

4,500件の問い合わせがあるとのことです。

り平行して活動が行なわれていること。

2009年のビクトリア州山林火災をきっかけに、森林へ行くこ

等、
ひとつひとつの質問に時間一杯まで丁寧に答えてください
ました。

とが減り、
キャンプが行なわれなくなってきた状況を改善するた

めに、多くの人に
「もっと外に出かけよう。何度も出かけよう。」
と
OUT）
の活動の紹介もしていただきました。

日間とも多くの親子連れがクラフト作りに挑戦しました。

研修が行なわれます。
「日本からもどうぞ来てください。」
とのこ

員が約1,300人おり、
その内300人が会費を払っていること。協

AUSSIE

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

行なっています。当然、ボランティアには、障がい者と接するた

ラリアキャンプ協会が行なっている活動についての説明です。
会

呼びかける活動。GACO（GREAT

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

最後に、
デビッド氏から
「野外活動は、様々な体験を提供でき

CAMP

る非常に良い活動です。皆さんも今後ともぜひ続けてください。
私も続けていきますから。」
と参加者にエールを送っていただき

野外活動がもたらす効果、
その内容、影響を与えたプログラ

ワークショップを終了しました。

ムの特徴、持続期間等を調査研究する活動も、多くの団体の協

府立青少年海洋センター

力や援助を得て行なっているそうです。

武村尚史（広報部会）

障がい者のためのキャンプも行なっており、主に、2泊3日の

ンピング・ボート・カヌーなどの関係業者を始め、ジャン

3月12日
（土）
・13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2011が、
「地
球で遊ぼう！」
をテーマに開催さ

れました。

会場となったインテックス大阪4号館5号館には、
キャ

っと
もっとも ア！
ド
アウト

前日には東日本大震災が起

こり、被災された方への黙祷

の後、開場となりました。
また

会場には募金箱も設置され、

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 年は、特 設プ ールでのパドル･

ボート体験・バンジートランポリン

体験・ミニ列車コーナーなど様々

な体験ができるブースもあり、

play
jap for
an

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

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、また名産品の試

みん
なで
！

食や配付、
クラフトなども行わ

る？ れていました。各地のキャラク
き
で
ターも登場しフェスティバルを盛
何が
り上げていました。

ショー大阪」
「4 ４＆SUVショー大

大阪府キャンプ協会 事務局

阪」等との合同開催で、2日に渡り約３

万８千人の入場者が会場を訪れました。

キャンプを40回、
日帰りプログラムを44回行ない、4人の専従

「田舎はアウトドア王国」、

は、観光協会や自治体・NPO

今年で18回目となるこの

催し物は、日本最大級アウト

ました。

「ふるさと自慢発信フェア」
で

善意が寄せられていました。

ドア・レジャー総合展示会と

多くの子ども達が楽しんでい

このたびの東日本大震災により、被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。

全ての人がキャンプの経験を
持つことができるようにすること
オーストラリアキャンプ協会CEO
David Petherick氏

大阪府キャンプ協会としても、今後、被災された方々に対する支援を、大阪府キャンプ協会らしい形で進めたいと考えて
おります。
その内容や方法については、順次お知らせして参りますので、
その際はぜひともご協力いただきますようよろし
くお願いいたします。

（社）
日本キャンプ協会が災害復興支援の
ための募金を行っています

会員の皆様へ

今後の支援活動のために募金を行います。
ご協力いただきますよう、
よろしくお 願 いいたします。なお 、募 金 の 使 途 につきましては 、
CAMPINGやホームページを通じて逐次お知らせして参ります。
郵便局の振替口座は以下のとおりです。

口座番号：00120-7-66441
加入者名：
（社）
日本キャンプ協会

※郵便局に備え付けの払込取扱票をお使いください。

海外のキャンプ事情は大変興味深いものでした
２

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

３

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

絶望の淵におられる東日本巨大地震の被
災者の皆さんに、私たちは「共感」を口に
することもできません。せめて、復興まで
の長い期間、私たちにできることを被災地
にお届けしたいのです。
ご協力をお願い申
し上げます。
会長 錦織一郎
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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。
５年前からは、家族向けに
「自然パビリ

今回のキャンプワークショップは、
オーストラリアキャンプ協

スタッフと約120人のボランティアが携わっています。そのボ

会CEOデビッド・ぺセリック氏を招いてオーストラリアのキャン

ランティアは、世界中の大学から参加しており、幅広い募集を

前半は、
日本語訳されたプロジェクターを見ながら、
オースト

めの専門知識と実践を踏まえた多様にわたるカリキュラムの

プ事情についてお話をいただきました。

とでした。

きるようにすること。」
「キャンプに関心を持つ人に共有ビジョン

リアワインをいただきながら、交流会を兼ねて質疑応答の形に

様々な交渉を行なうこと。
」
等、
大きく7項目を挙げていました。

●学校キャンプは、
学校が始まる2月が多く、長いところは、2週

会の目標としては、
「全ての人がキャンプの経験を持つことがで

で
好きの人
ウトドア
親子やア
！
た
し
賑わいま

後半は、奥様も交えて、
デビッド氏からのお土産のオーストラ

を作りあげること。」
「キャンプ産業の認知を高め、行政機関との

なりました。

間行なっていること。

また、限られたスタッフで目的を達成するため、
「二本の柱」
と

● 学校キャンプや、
障がい者キャンプの参加者の負担はわずか

して、
キャンプの意義を知ってもらうための啓発活動と、安全な

で、
プログラムや運営部分のほとんどは行政が負担しているこ
と。

キャンプを行なうために、
リスクマネージメントに取り組む必要
性を示していく活動をしているとのことでした。

●人気のプログラムは、
OLやWRなどで、乾季があるため、
日本

その他に、優良キャンプ場の認定を行ない、学校に紹介した

ではお馴染みの野外炊さんやキャンプファイヤーはあまり行
なわないこと。

り、ガイド冊子の配布や、個人向けにも対応しており、年間

●選択したアクティビティーごとに30〜50人が1グループにな

4,500件の問い合わせがあるとのことです。

り平行して活動が行なわれていること。

2009年のビクトリア州山林火災をきっかけに、森林へ行くこ

等、
ひとつひとつの質問に時間一杯まで丁寧に答えてください
ました。

とが減り、
キャンプが行なわれなくなってきた状況を改善するた

めに、多くの人に
「もっと外に出かけよう。何度も出かけよう。」
と
OUT）
の活動の紹介もしていただきました。

日間とも多くの親子連れがクラフト作りに挑戦しました。

研修が行なわれます。
「日本からもどうぞ来てください。」
とのこ

員が約1,300人おり、
その内300人が会費を払っていること。協

AUSSIE

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

行なっています。当然、ボランティアには、障がい者と接するた

ラリアキャンプ協会が行なっている活動についての説明です。
会

呼びかける活動。GACO（GREAT

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

最後に、
デビッド氏から
「野外活動は、様々な体験を提供でき

CAMP

る非常に良い活動です。皆さんも今後ともぜひ続けてください。
私も続けていきますから。」
と参加者にエールを送っていただき

野外活動がもたらす効果、
その内容、影響を与えたプログラ

ワークショップを終了しました。

ムの特徴、持続期間等を調査研究する活動も、多くの団体の協

府立青少年海洋センター

力や援助を得て行なっているそうです。

武村尚史（広報部会）

障がい者のためのキャンプも行なっており、主に、2泊3日の

ンピング・ボート・カヌーなどの関係業者を始め、ジャン

3月12日
（土）
・13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2011が、
「地
球で遊ぼう！」
をテーマに開催さ

れました。

会場となったインテックス大阪4号館5号館には、
キャ

っと
もっとも ア！
ド
アウト

前日には東日本大震災が起

こり、被災された方への黙祷

の後、開場となりました。
また

会場には募金箱も設置され、

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 年は、特 設プ ールでのパドル･

ボート体験・バンジートランポリン

体験・ミニ列車コーナーなど様々

な体験ができるブースもあり、

play
jap for
an

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

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、また名産品の試

みん
なで
！

食や配付、
クラフトなども行わ

る？ れていました。各地のキャラク
き
で
ターも登場しフェスティバルを盛
何が
り上げていました。

ショー大阪」
「4 ４＆SUVショー大

大阪府キャンプ協会 事務局

阪」等との合同開催で、2日に渡り約３

万８千人の入場者が会場を訪れました。

キャンプを40回、
日帰りプログラムを44回行ない、4人の専従

「田舎はアウトドア王国」、

は、観光協会や自治体・NPO

今年で18回目となるこの

催し物は、日本最大級アウト

ました。

「ふるさと自慢発信フェア」
で

善意が寄せられていました。

ドア・レジャー総合展示会と

多くの子ども達が楽しんでい

このたびの東日本大震災により、被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。

全ての人がキャンプの経験を
持つことができるようにすること
オーストラリアキャンプ協会CEO
David Petherick氏

大阪府キャンプ協会としても、今後、被災された方々に対する支援を、大阪府キャンプ協会らしい形で進めたいと考えて
おります。
その内容や方法については、順次お知らせして参りますので、
その際はぜひともご協力いただきますようよろし
くお願いいたします。

（社）
日本キャンプ協会が災害復興支援の
ための募金を行っています

会員の皆様へ

今後の支援活動のために募金を行います。
ご協力いただきますよう、
よろしくお 願 いいたします。なお 、募 金 の 使 途 につきましては 、
CAMPINGやホームページを通じて逐次お知らせして参ります。
郵便局の振替口座は以下のとおりです。

口座番号：00120-7-66441
加入者名：
（社）
日本キャンプ協会

※郵便局に備え付けの払込取扱票をお使いください。

海外のキャンプ事情は大変興味深いものでした
２
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３

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

絶望の淵におられる東日本巨大地震の被
災者の皆さんに、私たちは「共感」を口に
することもできません。せめて、復興まで
の長い期間、私たちにできることを被災地
にお届けしたいのです。
ご協力をお願い申
し上げます。
会長 錦織一郎
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15回

第

♪ごはんだごはんだ さあたべよ
かぜはさわやか こころもかろく
おちゃわんはうたい はしおどる
みーんなニコニコニーコ さあたべよ

きょうりゅうクラブには珍しく、晴れわたる太陽の日差しを浴びながら第15回きょうりゅうクラブスキーツアーが

スタートしました。毎年といっていいほど、吹雪の中で寒さに耐えながらスキー講習を行っているのに、
このような穏

やかな日差しはどこかのリゾート施設のデッキチェアで寛いでいるかのようでした。今年度のツアーは2011年1月
7日より10日にかけて飯綱高原スキー場にて参加者11名、参加者家族9名、
スタッフ22名で実施しました。

当クラブは、障がい児（者）
の身体的活動の可能性を探るボランティア団体として任意に活動を続けています。
ク

ラブには、社会人（小・中・高等学校教員・専門学校講師・大学教員・作業療法士・義肢装具エンジニア・街づくりプラ

ンナーなど多職種が在籍）
とレクリエーション資格取得を目指す学生などのスタッフが集い、
「障がいを越えた身体

的な活動への足がかりの創出」
と
「障がいのあるなしに拘らず、わたしたちの心に潜在する
『できない』意識を
『でき

る』
自信へと変えていく事」
を目的として活動しています。

1997年1月から取り組んだスキーツアーも15回を重ね、
毎年課題設定をしなが

ら研鑽を積んできました。開催13年目からは、新たな取り組みとしてSAJスキー検

定を行っています。
それは、参加者、参加者の家族、
スタッフも検定を受け、
自身の
資質向上の機会とし、
スキーツアー参加者全員が同じ喜び

を分かち合える場とするためです。
その成果は、参加者の

意欲向上に間違いなくつながっています。
毎年参加のメ
ンバーは一つずつ級を積み上げる喜びを感じ取って

区分

１級 参加者

参加者家族

スタッフ

２級 参加者

参加者家族

参加者家族

3

ようにまでなってきたのです。
スタッフの技術向上も

４級 参加者

ように参加者スタッフに関係なく、同じ目標を持っ

て何かにチャレンジする姿勢を持つことができるこの

ような機会は大変有意義であると確信しています。
きょうりゅうクラブ

水流寛二

スタッフ

参加者家族

スタッフ

５級 参加者

参加者家族

スタッフ

1

2

1

います。もちろん家族のスキルアップも欠かせませ

スキー講習レベルを格段に上げることとなり、
この

第13 回 第14回 第15回

スタッフ

３級 参加者

ん。
自らのスキー技術向上で家族スキーが楽しめる

大阪府
キャンプ協会

SAJスキー検定 合格者数

2

4

2

9

7

2

4

11
2

3

1

8

4

1

4

記念式典
平成24年2月頃 六甲山ＹＭＣＡにて

記念事業
･ＣＤ塾･･･
「大阪府キャンプ協会の20年」
として、
数名の方よりお話いただきます。
･助成事業･･･周年事業として、
助成金額を増額します。
･国際キャンプ会議への参加費助成･･･11月に香港で開催されるこの催しに、
35歳以下の会員を対象に
参加費の一部を助成します。
･ホームページ･･･モバイル対応にします。
※その他広報誌やホームページの一部リニューアル等。
★これらの取り組みは実行委員会を中心に現在進行中です。
★詳細は随時広報誌やホームページにてお知らせいたします。
楽しみにお待ちください。
４
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2）
故人(1925〜2005年)
「土の器」
で第72回芥川賞受賞

童謡サッチャンの作詞家

3）
故人(1917〜1995年)
サカタインクス株式会社第四代社長(1962〜1981年在任)
国際キャンプに参加した少年時代の体験が、社業の国際的な
展開とそのリーダーシップの発揮につながっていることを
阪田寛夫さんの作品から推察できる。

1

3

お楽しみに！

記念誌
10周年に発行した
「大阪のキャンプ･その潮流〜時代と
人の流れ〜」
の第２部として、
その後の10年と今後の展
望を様々な視点からまとめます。

発会式、
10周年の記念式典も開催したゆかりの地
「六甲山ＹＭＣＡ」
にて、
平成24年2〜3月に予定。

１）故人(1910〜2003年)
大阪府立総合青少年野外活動センター初代所長
元日本キャンプ協会会長

3

20周年記念事業のお知らせ
大阪府キャンプ協会は平成24年2月に設立20周年を迎えます。
23年度は
「20周年記念ＹＥＡＲ」
として、
様々な事業を展開します。

こんな「ごはんの歌」は聞いたことも歌ったこともない
と言われる方がほとんどだと思います。
でも、
キャンプで
生まれた
「ごはんの歌」
（「線路は続くよどこまでも」の替
え歌）、最初の詩はこんなふうでした。
松田稔1)さんが「持って帰りなさい。」
と渡された短篇集
に、
この
「ごはんの歌」
のことが描かれています。表紙の裏
に、
「〈兄の帰還〉
に松田先生のことが出てまいります。」
と
2)
著者の阪田寛夫 さんのサインが添えられています。
この
短篇では、著者のお兄さんである阪田一夫3)さんが「ごは
んの歌を作詞したのは自分だ。」
と語ったことに端を発し
ています。
そして、著者は松田先生始めキャンプ関係者に
コンタクトを取り、
「お兄さんが作詞者である。」
ことを明
らかにします。
「ごはんの歌」の源流は阪田一夫さんにあります。一夫
さんが、
少年時代(1930年前半)に国際少年キャンプに参

加し、
キャンプの持っている教育力や魅力を意識できたか
らこそ、
「ごはんの歌」が生み出され、歌われるようになっ
たと思えます。
「ごはんの歌」
は、
それぞれのキャンプがそ
れぞれの歌詞で歌い続けてきましたが、
こよなくキャンプ
を愛した一人の参加者がキャンプへの想いを詩にしたこ
とを源流として、今も想いが脈々と流れ続けていることに
感動を覚えます。私たちは、
キャンプがリーダーシップを
育み、輩出してきたことを自覚して、次世代の人を育むこ
とに力を注ぐことの意味をいつも考えていたいのです。

竹炭
前回までは、木炭について話をしましたが、今回は、
竹炭の特徴や効果について話をします。
大阪府立青少年海洋センター

木炭は燃料としても利用されますが、
竹炭は燃料として
は不向きで、
孔が木炭に比べ小さく、
内部表面積が広い上
に見た目も良いので、
環境改善に使用されています。

武村 尚史（広報部会）

になります。
また、遠赤外線効果により、血行が促進され、体
の疲れを和らげます。
木炭との違いは、節の部分や竹そのままの筒状の形状を
利用し、
インテリアとしても用いられ、
そのまま部屋に置いて

◎浄水及びミネラル分の放出

竹炭は導管に沿って縦に無数の孔がある為、孔の面積

は木炭の３倍以上。
吸着力は黒炭に比べ10倍以上の効果

も効果が期待できます。

◎土壌改良

竹炭はアルカリ性なので、
酸性の土と混ぜることで中和さ

があります。
また、
マグネシウム、
カルシウムイオン、
カリウム、
ナトリ
ウム、鉄分など天然ミネラルが豊富で、水に溶けやすい形

せることができます。
また、透水性・保水性・通気性が改善され、共生微生物が
生息しやすい環境が期待できます。

で含まれています。

そして、
細かな孔に吸着した肥料成分を必要に応じて放出

◎癒し効果

「和」
の見た目と炭の香り
（マイナスイオンが出ていると

していきます。

いわれています。
）
が癒し効果を生み出し、
ストレスの解消
５
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能勢のキャンプの謝辞

前・大阪府立総合青少年野外活動センター所長

大阪府立総合青少年野外活動センターは、1967年に
「東洋一」の大規
模野外活動施設として、全国に先駆けて開所しました。それ以来「青少年
に夢と希望を」のスローガンの下に青少年の健全な野外活動の場として、
多くの府民に愛されてきました。
この間、青少年の健全育成に情熱を傾けてこられた、諸先輩方ならびに
多くの関係者の努力と熱意が、能勢のセンターの輝かしい43年の歴史を
築いてきたのだと、心から敬意と感謝を申し上げる次第です。
過去を振り返ると、1967年に職員としてはじめて当センターを訪れたと
き、白い壁面とオレンジ色の屋根の建物と、緑深い自然とのコントラストが
実に美しく、今も鮮明に私の脳裏に浮かんできます。
当時、大阪市内においても一般家庭には下水道設備が十分に整備さ
れていない時代にもかかわらず、
トイレはすべて水洗式、各部屋には暖房
装置が設置されるなど、画期的な施設でした。キャンプ場というより外国の
「お城」のような雰囲気でした。

今中正幸

1970年３月に開催された
「あすを築く青少年のつどい全国大会」
に、当
時の皇太子殿下・妃殿下
（平成天皇・皇后両陛下）
にご来臨いただきまし
た折には、町内の沿道に大勢の人達が日の丸の小旗を打ち振ってお迎え
しました。当センター及び能勢町史に残る大きな出来事でした。
このように青少年の自然体験活動の場として親しまれてきました当セン
ターですが、施設の老朽化及び耐震性の問題等の理由で、惜しまれなが
らこの３月末を持って廃止されることになり、
４３年間の歴史にピリオドを打
ちました。
施設は廃止されましたが、当センターで学んだ人達は、
自信と誇りを持っ
て長年にわたり培ってきたノウハウや専門性を継承し、
これまで以上にご
活躍されることと確信しています。
最後に、半世紀に亘り、運営・活動について、
ご指導ご協力いただきまし
た多くの関係者の皆様に心からの感謝を申し上げ、施設廃止にあたり最
後の所長としてのお礼の言葉に変えさせていただきます。
管理事務所の今昔
大きく育った緑の中で、
優しく佇んでいました

now
then

then

now

第3キャンプ場の今昔
森が成長し、ロッジが
隠れてしまいました

now

then

剣尾山縁起絵巻・
・
・
・今昔のものがたり・
・
・
・ むかしむかし剣尾山にて修行した先達のひとり

昔

むかし、深く仏教に帰依されていた聖徳太子の命を受けた僧
日羅上人が、新たな修行の場となる寺院を創るために尼の浜
から遠くはるかに北の山々を眺めていたそうじゃ。そうするとにわかに
雷鳴とどろき天から閃光を放ちながら剣が降ってきてある山に刺さっ
たそうな。一行はその地を求めてやっとたどり着いたのが鬱そうとケ
ヤキの茂る能勢の剣尾山だったそうな。
そして長い労苦と歳月をかけ
て頂上に建立された寺は槻の木寺と名付けられ、後に月が峯の寺、
月峰寺と称し山号を剣尾山として
「剣尾山月峰寺」
となったそうな。
783.7(なやみなし)メートルもある高い山の頂上にある伽藍は時に
は雷様の被害に遭い消失したが、
また長い年月をかけて再建された
そうじゃ。千年を経たとき戦国の世になって寺を守るため僧兵三百を
擁したそうじゃが、大阪の戦にて敗走する波多野の軍勢に焼き討ち
されてあえなく果てたということじゃ。寺仏はその後里に下りて大里に
あり、今東光が住職を務めたこともあったのは古い人なら知っておる
じゃろう。
左藤義詮という教育熱心な知事さんの時にこどもの教育は大切
なことじゃと、みどりが日本一少ない大阪のこどもたちの「未来への
贈りもの」
としてこの剣尾山一帯60万坪の自然を府民のかけがえの
ない財産として青少年の野外活動の殿堂にしたのじゃ。寺から若者
の修業の場になったわけじゃな。
この計画は大当たりして、約半世紀
の間に活動した青少年はなんと378万人、
その活動を支えたボラン
ティアの大学生は4800人に達したそうじゃ。その多くが卒業後も教

吉水泰彦

育や福祉の分野で貢献していると聞いておる。
この活動は全国の注目を浴びて良いモデルとなり、いまでは全国
に似たものが沢山あるそうじゃ。
また、隣の県では小学５年生は全員
が5日間の自然活動をしているそうじゃ。
しかし、親しまれてきた殿堂
は老朽し21世紀に適合する新たなものへと再建の手はずじゃった。
立派な9メーター道路も入口まで出来たというのに悲しいかな府の
財政難の理由で、
こどもたちの夜空の星を眺める夢はあえなくなく
なったということじゃな。
自然に触れながら、楽しく、
自由な雰囲気で、仲間と共に、
ＯＮＥ
ＦＯＲＡＬＬ
・ＡＬＬＦＯＲ ＯＮＥなどと今様の言い方もしながら助け合い
共に描いてきた新しい剣尾山の活動絵巻も、
この3月で一つの幕を
降ろす。大変残念がっておるひとたちも多いときくが、
また、いつの日
か歴史は繰り返し、緑があふれる府民の憩いの地になっていること
をただただ願い祈るのみじゃ。
雨乞いの山だった剣尾山にはいろんな霊気やそして祈りがこもっ
ておるもんじゃから、
きっと新しいものがたりが受け継がれていく日も
あるじゃろうと思う。
しばし静かに剣尾山頂の四方見渡せる蓮華岩に
でも座して、遠くは加賀の白山あたりまで見通す千里眼で世の行く
末をしっかりと見すえて考えて欲しいものじゃ。
（剣尾山縁起絵巻はワシントンの美術館に所蔵、府立図書館に写しありと思う）
（剣尾山月峰寺は府教委史跡指定地）
（野外活動センターは総合設計で日本建築学会賞受賞）

野外活動センターの歩み

沸き起こる
想
の
い
へ
プ
ン
キャ

（仮称）
の
1959 大阪府総合青少年野外活動施設
（Ｓ３４年） 設置についての計画開始
1962 建設候補地 決定
（Ｓ３７年） 用地買収 面積1,908,463．
408㎡
1963
（Ｓ３８年） 北摂高原大阪府青少年野外活動センター 一部開設
1964

（Ｓ３９年）

松田稔場長発令

1965 国際青少年ワークキャンプ 開催
追加用地買収 面積81,081．
83㎡

（Ｓ４０年）

声
利用者の

〈ラストキャンプ in 能勢
〉

「無いものを求めない。有る
もので勝負する。」
「できないと言うこ
とは簡単。でも先ずはできる
ことから考える。」
そ
う言ってやってき
た。だってキャンプは無いもの
だらけ。雨がふって予 定が変わ
る。
道具や器具がない。水不足で
利用できない。台風が来る。
クマが
出る。でもその時々で考えられ
るだけの知恵をしぼって、
キャンプを
やってこれた。能勢の第１キ
ャンプ場には、
それをつつみこむふと
ころの深さがあった。素朴に自
然、
自然の息吹が目の前にあった。
無いものの中で工夫したり、
がまんしたり、挑戦したり。不便
を超え
ていく、
そんな自分を誇らしく思える。
キャンプでぼくたちはたくさん
の自信をもらった。キャンプで生
きる喜びを味わった。自分って
何だ
ろうを考えさせてもらった。自分
の身ひとつ、
自然を実感できるキャ
ンプ場、
それが第１キャンプ場だった。
せっかく作ったテントサイトが
一夜の大雨で川になる、風で
木が
なぎ倒される、
自然にはたらきかけその中で生
かされ、
自然のこわさ
も雄大さも、
あたたかさもぬくもりもそれら
全てをひっくる
めて、第１キャンプ場の森は
ぼくたちを受け
入れてくれた。
あの第１キャンプ場は、
もうもどらない。
ど
れだけ願っても元にもどらない
。残念でたまら
ない。
「今までありがとう」
と軽く言うことができ
ない虚脱感がぼくの中に押し寄
せている。
「５０年後を見据えて青少
年活動や施設はあ
る」
と、創設に歩みを進めた先達。
このキャンプ
場を失った５０年先の未来の子
どもたちに対し
て、私たちはどう責任を負うの
か。施設は建物と いうハードが
ある
だけではない。人が集まり、文化
の発祥としてそこに施設がある
。
どんな別れの言葉も似合わ
ない。
「２０１０年の夏、
ラス
トキ
ャン
プin能勢」ぼくたちの第１キャ
ンプ場での最後のキャンプだっ
た。
豊能登山キャンプクラブ
松田寿春
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1966

（Ｓ４１年）

センター管理事務所完成

1967 大阪府総合青少年野外活動センター条例施行
松田稔所長発令 開所記念式典 7月23日
山村池堰堤改修工事 67〜68年
1970 あすをきずく青少年のつどい全国大会 3月16〜18日
（Ｓ４５年） 皇太子殿下、
同妃殿下御来所
ガールスカウト国際キャンプ大会 7月26日〜8月2日
皇太子妃殿下御来所
秩父宮妃殿下御来所
1972 New Jersey State School of Conservationと
（Ｓ４７年） 姉妹センターを宣言
大阪府史跡指定 面積15,000㎡
1973 「月峰寺跡」
（Ｓ４８年） Ｐ
Ｓ菌による下痢患者の発生 利用受け入れ中止
（Ｓ４２年）

1975

（Ｓ５０年）

給食業務を大阪給食株式会社に委託

99㎡
1977 用地買収 面積16,108．
センター利用者100万人到達

（Ｓ５２年）

1978

（Ｓ５３年）

異常渇水により利用者受け入れ中止

8月28日〜9月24日

1979 「大阪府国際児童年記念キャンプ」 開催
手づくりの天体望遠鏡の寄贈を受け、
設置工事完成

（Ｓ５４年）

1980

第29回大阪府植樹祭

1981

浄水場改修工事

（Ｓ５５年）
（Ｓ５６年）

4キャンプ場ロッジ雪害による改修工事
1984 第3、
サルモネラ菌による集団食中毒発生
汚水処理施設改修工事
「国際ユースギャザリング」 開催
1985 国際青年年記念事業
（Ｓ６０年） 異常渇水により利用者受け入れ中止 ８月26日〜10月9日
1986 給食業務をナニワ・フード株式会社に委託
（Ｓ６１年）「国際ユースギャザリング」 開催
1987 「国際青年の村 87」 開催
（Ｓ６２年） 皇太子殿下御来所
センター利用者200万人到達
1993 自然遊歩道改修工事
（Ｈ０５年） センター利用者250万人到達
1995 兵庫県南部地震被災民受入れ施設に指定
（Ｈ０７年） 日本キャンプ協会
「優良キャンプ場」
認定
1996 おおさか環状自然歩道整備工事
（Ｈ０８年） 堺市で
「Ｏ−157」
大量感染発生の影響で利用キャンセルが相次ぐ
第６回全国キャンプ大会 開催
1998 主催事業参加者からサルモネラ菌が原因の食中毒発生
（Ｈ１０年） 能勢町のゴミ焼却施設から高濃度ダイオキシンが検出され、
利用者のキャンセルが相次ぐ
（Ｓ５９年）

1999

センター利用者300万人到達

2000

プログラム・附帯設備等利用料金新設

2001

施設利用料府外料金の新設

2003

冬期
（１・2月）
施設休所

（Ｈ１１年）
（Ｈ１２年）
（Ｈ１３年）
（Ｈ１５年）

2006 財団法人大阪府青少年活動財団が開設以来の委託管理を終了
指定管理者制度の導入により大阪府森林組合が管理運営
センター利用者350万人到達

（Ｈ１８年）

2007

（Ｈ１９年）

センター設立40周年記念イベント開催

2008 財政再建プログラム試案が公表され当センターの22年度末廃
止が示される

（Ｈ２０年）

2009

新型インフルエンザによる利用キャンセル・日程変更が続出

2010

施設廃止に伴う、
ファイナル大感謝祭の開催

2011

大阪府立総合青少年野外活動センターの廃止
〈出典：府立総合青少年野外活動センター 概要〉

（Ｈ２１年）
（Ｈ２２年）
（Ｈ２３年）
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15回

第

♪ごはんだごはんだ さあたべよ
かぜはさわやか こころもかろく
おちゃわんはうたい はしおどる
みーんなニコニコニーコ さあたべよ

きょうりゅうクラブには珍しく、晴れわたる太陽の日差しを浴びながら第15回きょうりゅうクラブスキーツアーが

スタートしました。毎年といっていいほど、吹雪の中で寒さに耐えながらスキー講習を行っているのに、
このような穏

やかな日差しはどこかのリゾート施設のデッキチェアで寛いでいるかのようでした。今年度のツアーは2011年1月
7日より10日にかけて飯綱高原スキー場にて参加者11名、参加者家族9名、
スタッフ22名で実施しました。

当クラブは、障がい児（者）
の身体的活動の可能性を探るボランティア団体として任意に活動を続けています。
ク

ラブには、社会人（小・中・高等学校教員・専門学校講師・大学教員・作業療法士・義肢装具エンジニア・街づくりプラ

ンナーなど多職種が在籍）
とレクリエーション資格取得を目指す学生などのスタッフが集い、
「障がいを越えた身体

的な活動への足がかりの創出」
と
「障がいのあるなしに拘らず、わたしたちの心に潜在する
『できない』意識を
『でき

る』
自信へと変えていく事」
を目的として活動しています。

1997年1月から取り組んだスキーツアーも15回を重ね、
毎年課題設定をしなが

ら研鑽を積んできました。開催13年目からは、新たな取り組みとしてSAJスキー検

定を行っています。
それは、参加者、参加者の家族、
スタッフも検定を受け、
自身の
資質向上の機会とし、
スキーツアー参加者全員が同じ喜び

を分かち合える場とするためです。
その成果は、参加者の

意欲向上に間違いなくつながっています。
毎年参加のメ
ンバーは一つずつ級を積み上げる喜びを感じ取って

区分

１級 参加者

参加者家族

スタッフ

２級 参加者

参加者家族

参加者家族

3

ようにまでなってきたのです。
スタッフの技術向上も

４級 参加者

ように参加者スタッフに関係なく、同じ目標を持っ

て何かにチャレンジする姿勢を持つことができるこの

ような機会は大変有意義であると確信しています。
きょうりゅうクラブ

水流寛二

スタッフ

参加者家族

スタッフ

５級 参加者

参加者家族

スタッフ

1

2

1

います。もちろん家族のスキルアップも欠かせませ

スキー講習レベルを格段に上げることとなり、
この

第13 回 第14回 第15回

スタッフ

３級 参加者

ん。
自らのスキー技術向上で家族スキーが楽しめる

大阪府
キャンプ協会

SAJスキー検定 合格者数

2

4

2

9

7

2

4

11
2

3

1

8

4

1

4

記念式典
平成24年2月頃 六甲山ＹＭＣＡにて

記念事業
･ＣＤ塾･･･
「大阪府キャンプ協会の20年」
として、
数名の方よりお話いただきます。
･助成事業･･･周年事業として、
助成金額を増額します。
･国際キャンプ会議への参加費助成･･･11月に香港で開催されるこの催しに、
35歳以下の会員を対象に
参加費の一部を助成します。
･ホームページ･･･モバイル対応にします。
※その他広報誌やホームページの一部リニューアル等。
★これらの取り組みは実行委員会を中心に現在進行中です。
★詳細は随時広報誌やホームページにてお知らせいたします。
楽しみにお待ちください。
４

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

2）
故人(1925〜2005年)
「土の器」
で第72回芥川賞受賞

童謡サッチャンの作詞家

3）
故人(1917〜1995年)
サカタインクス株式会社第四代社長(1962〜1981年在任)
国際キャンプに参加した少年時代の体験が、社業の国際的な
展開とそのリーダーシップの発揮につながっていることを
阪田寛夫さんの作品から推察できる。

1

3

お楽しみに！

記念誌
10周年に発行した
「大阪のキャンプ･その潮流〜時代と
人の流れ〜」
の第２部として、
その後の10年と今後の展
望を様々な視点からまとめます。

発会式、
10周年の記念式典も開催したゆかりの地
「六甲山ＹＭＣＡ」
にて、
平成24年2〜3月に予定。

１）故人(1910〜2003年)
大阪府立総合青少年野外活動センター初代所長
元日本キャンプ協会会長

3

20周年記念事業のお知らせ
大阪府キャンプ協会は平成24年2月に設立20周年を迎えます。
23年度は
「20周年記念ＹＥＡＲ」
として、
様々な事業を展開します。

こんな「ごはんの歌」は聞いたことも歌ったこともない
と言われる方がほとんどだと思います。
でも、
キャンプで
生まれた
「ごはんの歌」
（「線路は続くよどこまでも」の替
え歌）、最初の詩はこんなふうでした。
松田稔1)さんが「持って帰りなさい。」
と渡された短篇集
に、
この
「ごはんの歌」
のことが描かれています。表紙の裏
に、
「〈兄の帰還〉
に松田先生のことが出てまいります。」
と
2)
著者の阪田寛夫 さんのサインが添えられています。
この
短篇では、著者のお兄さんである阪田一夫3)さんが「ごは
んの歌を作詞したのは自分だ。」
と語ったことに端を発し
ています。
そして、著者は松田先生始めキャンプ関係者に
コンタクトを取り、
「お兄さんが作詞者である。」
ことを明
らかにします。
「ごはんの歌」の源流は阪田一夫さんにあります。一夫
さんが、
少年時代(1930年前半)に国際少年キャンプに参

加し、
キャンプの持っている教育力や魅力を意識できたか
らこそ、
「ごはんの歌」が生み出され、歌われるようになっ
たと思えます。
「ごはんの歌」
は、
それぞれのキャンプがそ
れぞれの歌詞で歌い続けてきましたが、
こよなくキャンプ
を愛した一人の参加者がキャンプへの想いを詩にしたこ
とを源流として、今も想いが脈々と流れ続けていることに
感動を覚えます。私たちは、
キャンプがリーダーシップを
育み、輩出してきたことを自覚して、次世代の人を育むこ
とに力を注ぐことの意味をいつも考えていたいのです。

竹炭
前回までは、木炭について話をしましたが、今回は、
竹炭の特徴や効果について話をします。
大阪府立青少年海洋センター

木炭は燃料としても利用されますが、
竹炭は燃料として
は不向きで、
孔が木炭に比べ小さく、
内部表面積が広い上
に見た目も良いので、
環境改善に使用されています。

武村 尚史（広報部会）

になります。
また、遠赤外線効果により、血行が促進され、体
の疲れを和らげます。
木炭との違いは、節の部分や竹そのままの筒状の形状を
利用し、
インテリアとしても用いられ、
そのまま部屋に置いて

◎浄水及びミネラル分の放出

竹炭は導管に沿って縦に無数の孔がある為、孔の面積

は木炭の３倍以上。
吸着力は黒炭に比べ10倍以上の効果

も効果が期待できます。

◎土壌改良

竹炭はアルカリ性なので、
酸性の土と混ぜることで中和さ

があります。
また、
マグネシウム、
カルシウムイオン、
カリウム、
ナトリ
ウム、鉄分など天然ミネラルが豊富で、水に溶けやすい形

せることができます。
また、透水性・保水性・通気性が改善され、共生微生物が
生息しやすい環境が期待できます。

で含まれています。

そして、
細かな孔に吸着した肥料成分を必要に応じて放出

◎癒し効果

「和」
の見た目と炭の香り
（マイナスイオンが出ていると

していきます。

いわれています。
）
が癒し効果を生み出し、
ストレスの解消
５
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大阪府キャンプ協会 調査研究部会
学校現場と施設の連携

「地域に根ざしたキャンプ
〜学校キャンプの特徴〜」

事業を実施する小学校と受け入れる施設の双方が、

同じ教育委員会の組織であることも特徴です。施設やプ

ログラムへの意見の反映や、指導教諭への説明会や施

設を使った研修の実施など、小学校と施設の連携がス

ムーズでキャンプに向けた細やかな対応が可能です。
茨木市青少年野外活動センターは、市内中心部から

車で約50分の山間部に位置する豊かな自然に囲まれた
場所にあります。

主なキャンプは、市内こども会を対象にした１泊２日

のキャンプ、小・中・高校生のリーダー養成キャンプや自
然・生活体験を目的としたキャンプであり、地域の青少

年が協力・友愛・奉仕の精神を学ぶ場として長く市民か

身近な施設の利便性
宿泊を伴う行事のため安全管理には特に気を配って

いますが、万一ケガや体調不良があった場合にも、保護
者との連絡や緊急時の対応がとりやすいこと、児童の送

り迎えが必要な場合にも短時間で移動が可能であるこ

となど、施設が学校や自宅の身近にあるということは、安
全面での利点にもなっています。

ら親しまれ、平成２３年度で開設から36年目を迎え総
利用者数も５０万人を超えました。

キャンプの指導は大学生のキャンプカウンセラーが

行います。市内小学校の卒業生も多く、小学生にとって

小学校事業の受け入れ
本市では平成22年度から「小学校自然宿泊体験学

習」
がスタートしました。
この事業は、市立小学校の全５
年生が自然の中で集団宿泊体験を行い、普段と違う生

活環境から人間関係や公衆道徳を身につけることを目
的にしています。

は同じ地域に住む身近な存在であると共に先生方とも

つながりがある場合もあり、学校からは強い信頼を得て
います。キャンプカウンセラーに期待して、大学生が夏

休み中で人数を確保しやすい９月に実施を計画する小
学校が多いことも特徴の一つです。

昨年から取り組みを始めたばかりなので、施設面やプ

参加者の安心感
当センターでは、年間約11,000人の利用があり、そ

の半数は市内のこども会を中心とした夏休みのキャン

プ利用です。
当センターを利用した経験を持っている子

どもが多いこと、
また付き添いの育成者として参加され
た保護者も多いことから、参加者には「慣れ親しんだ

キャンプ場」
「安心して送り出せるキャンプ場」
として、
当

センターで実施することの大きなメリットを感じても

らっています。

地域の大学生による指導

ログラム面、
スタッフの育成など、今後改善すべきことも
多いのですが、
当センターでは地域に根ざしたキャンプ
場として長年培ってきた市民との信頼関係や学校現場

との連携、地域で育ったキャンプカウンセラーの力を活

かしながら、関わる人達が安心して取り組める本市独自

の小学校向けキャンプを充実させていきたいと思ってい

ます。

茨木市青少年野外活動センター

高橋陽介（調査研究部会）

大阪府キャンプ協会（ユースサービス大阪内）TEL 06-6561-7800
キャンプ指導者講習会

日

程 理論 4月２３日（土）
実習 ４月２９日（金･祝）〜5月１日（日）
場 所 理論 ビッグアイ（国際障害者交流センター）
（堺市南区茶山台）
実習 吉野宮滝野外学校（奈良県吉野町宮滝）
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

キャンプの
指導者になり
た
魅力を伝えた い、
い。

※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）

事業助成募集のご案内

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並び
にキャンプ事業の先駆的な取組み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。
【締切り５月１３日】
（詳細・所定の様式は当協会ＨＰよりダウンロードできます）

※プレゼンテーション・・・６月５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。
（７月15日発行きゃんぷＯＳＡＫＡ紙上
でも発表します）
※今年度より団体主催の事業については、団体会員に
限ります。

総会のご案内

大阪府キャンプ協会 平成２３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５日
（日）13：00〜17：00
第1部 総会
第2部 キャンプサロン
・講演
・２２年度助成事業実施報告
・２３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：ドーンセンター（府立男女共同参画・青少年センター）
大阪市中央区大手前1丁目３-４９
（最寄駅 地下鉄谷町線天満橋駅、京阪天満橋駅）

事務局移転のお知らせ

新住所：〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町２-７-３
りそな･アルテ桜川ビル４階
財団法人大阪府青少年活動財団（ユースサービス大阪）
内
TEL 06-6561-7800 ＦＡＸ 06-6561-7801
〈２月２８日より事務局を移転しました〉

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

３月１２日〜１３日に予定しておりました
「素
敵世代野外学校・家族的野外活動学校」
は今
回の震災を受け中止といたしました。
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個性ある多様な組織キャンプへの挑戦 Ⅱ

2011年春号

くってね
たくさんつ
思 い 出を

平成23年4月15日

編 集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

【ＮＯＳ
（Ｎose Outdoor School）平成12年度から10年間の試み】
大阪府キャンプ協会理事／NOS（Ｎose Outdoor School）校長

NOS（能勢アウトドアスクール。通称:エヌ・オー・エ
ス）は現在、大学・専門学校・高等学校、競技スポーツ
クラブ・企業研修と多種多様な対象（クライアント）
に
対応していますが、今回はその中でも競技スポーツク
ラブ（Ｊリーグのジュニアユース世代〔中学1年生〜3
年生〕）の選手育成のためのキャンプ合宿を簡単に紹
介します。
平成17年度より年間2回（春季2泊3日、夏季3泊4
日）
にわたり、
クラブチームのキャンプ合宿を継続して
指導しています。チームを擁する会社にとって、多額
の経費支出を伴うキャンプ合宿の目的は、単純明確に
“チームの総合力強化”であり、毎回の事業ごとにそれ
に見合うコストパフォーマンスが求められています。
当初（17年・18年）は、
メンバーの意識を野外活動プ
ログラムに集中させるため、
サッカーチームの強化合
宿にもかかわらず、
サッカー練習メニューは一切組み
込まない事を一つの方針としました。練習がないとい
うことでメンバーも戸惑っていたようですが、我々の
位置付けを「チーム育成サポートスタッフ
（野外活動
担当）」
とし、
「サッカー練習以外の活動で多くのことを
学ぶための指導者」
としてメンバーに接し、
「オフ・ザ・
ピッチ」での体験活動の重要性を、監督・コーチ以外
の外部指導者として選手に伝えました。
練習を盛り込まずに体験活動主体で行う合宿にお
いて、選手達の日々の変化（個人の変容）が、徐々に監
督・コーチなど指導者に浸透し、現在では、先方から
「あえて練習なし」
の依頼を受けるまでになりました。
最近ではメンバー自身が春・夏のキャンプ合宿の意
味を十分理解しており、状況を見てボール練習も取り
入れています。一方、課題達成型の活動においては、
彼らはセレクションされたメンバーでもあり、同年代
の少年達と比較して、卓越した身体的能力や高いモチ
ベーションを有していることを考慮し、実施プログラ
ムは通常のキャンププログラムに比して高い負荷をか
け、
《チームビルディング》、
《自分への気づきやチャレ
ンジ》、
《 個人・グループでの達成感》を実感できるプ

〒556-0021 大阪市浪速区幸町2丁目７-３
りそな・アルテ桜川ビル４階
TEL:06-6561-7800 FAX:06- 6561-7801
Contact : osaka@camping.or.jp
http : //www.osaka-camping.jp

奥 義博

ログラムを毎回提供しています。
チームが体験するプログラムは、各学年（Ｕ13･
U14・U15）単位で目標設定をし、年ごとにステップ
アップしながら実施しています。前回でも述べました
が、
キャンプ目標の多くは、
どちらかと云えば漠然とし
た表現が一般的です。
しかし、
このチームの場合、17
年度は
『大自然の中で、
グループ活動を通して人間関
係トレーニングの場とする。サッカー選手としてのコ
ミュニケーション能力を高める』でスタートした目標
も、22年度は『大自然の中で、野外活動を通してチー
ム内の人間関係を構築し、チームワークを高める。
サッカー選手としての「心・体」
を鍛える』
と、
より具体
的に進化しました。
チームの5年間の一貫した目標は、
豊かな人間関係を築くための“コミュニケーション能
力の向上”です。
この目標は、競技スポーツチームだけ
ではなく、大学・専門学校・高校の競技スポーツ系クラ
ブ・企業研修の合宿に関して共通しています。
コミュ
ニケーション能力の低下は、現代の青少年が抱えてい
る問題点だと思います。
−まとめとして−
長年、キャンプを職業としてきた者の実感ですが、
キャンプにおいて、
「 客観的評価の目安になるプログ
ラム効果の数値化」
は大変困難ですし、調査方法にも
工夫が必要です。
このキャンプ合宿では、
キャンプ前、
期間中、
キャンプ終了後にアンケート形式の効果測定
調査を実施し、効果（総合的・個々プログラム）
を数値
化しています。
これが、対象のクラブチームから高い
評価を得て、
キャンプ合宿が長年継続している一因だ
と思います。
またここで得られたノウハウを用いて、現
在では、10余りの高校・クラブチームへ拡大していま
す。
期間中、“オフ・ザ・ピッチ”での少年達の行動や表情
の変化に目を見張る事も非常に多いですが、
そのプラ
ス面での変化を、チームの監督・コーチなど育成ス
タッフが、いかに“オン・ザ・ピッチ”で『一般化』
させて
いくかが課題といえるでしょう。
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この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

（日）
ョンで開催
６日
コラボレーシ 学・尼崎キャンパス３月
大
in 関西国際

《日本キャンプ協会BUC対象事業》

関西野外活動ミーティング2011 リスクマネジメントセミナー

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〜

今年は第10回記念開催ということもあり、多くの企業・団体から協賛・協力をいただき、
また120名を超える参加
者が集まり、節目にふさわしく活気あふれる内容の濃い1日となりました。
午前中のプレイベントでは、〜安全を考える〜をキーワードに
「心・身体・活動」の3つの分野から選択をするワー
クショップが行われました。事業参加者の成長を促すためにリスクとどのように付き合うのか、参加者のフォローは
どのようにしたらいいのかを学びました。
午後からは研究・実践事例合わせて18題が発表されました。野外活動においての効
果・影響などの研究成果や各団体の取り組んでいる活動報告について発表者とフロアと
の活発な意見交換が行われ、多くの刺激を得る機会となりました。
基調講演に関西国際大学教授の桐生正幸氏を迎え、
『ヒューマンエラーを考える』を
「心の安全」
ョップ
選択ワークシ

テーマに講演いただきました。
ヒューマンエラーとは人間の認
識・行動の失敗のことをいいます。認識や判断の段階で失敗

する“ミステイク”と、行動の段階で失敗する“スリップ”の２つに分類されますが、人間はエ
ラーするものだという基本的な観点から、事故を最小限に抑えるためには『十分な知識
を得た上でリスクを意識し、適度な不安を持つこと』
が必要だとお話しいただきました。
最後に行われたシンポジウムでは「野外活動における事故事例からヒューマンエ
ラーがなぜなくならないのか」
が話し合われました。基調講演に引き続き、桐生正幸氏と
（財）関

シンポジウ
ム

西テレビ青少年育成事業団の畠中彬氏、
（財）大阪府青少年活動財団の奥義博氏をパネリストに迎え、関西学院大学

事務局日誌
■１月１４日
（金） 広報部会（森之宮庁舎）
■１月２５日
（火） 周年事業実行委員会（森之宮庁舎）
■１月３１日
（月） 専門委員会（森之宮庁舎）
■２月１０日
（木） 常任理事会（森之宮庁舎）
■２月２４日
（木） 専門委員会（ＹＭＣＡ国際文化センター）
（ＹＭＣＡ国際文化センター）
■２月２４日
（木）キャンプワークショップ
■２月２６日
（土） 事務局移転作業

２７日
（日）
■３月 ６日
（日） 関西野外活動ミーティング２０１１
（関西国際大学尼崎キャンパス）
■３月 ９日
（水） 理事会（ＹＭＣＡ国際文化センター）
（インテックス大阪）
■３月１２日
（土）アウトドアフェスティバル２０１１
１３日
（日）
■３月１８日
（金） 常任理事会（事務局）

編集後記
ひとりの小さな手…
それでもみんなの手と手を合わせれば

の甲斐知彦氏のコーディネートで多くの意見が交わされました。経験・努力をすることで、なくせる「ヒューマンエ
ラー」
もあれば、成功体験・慣れが引き起こす
「ヒューマンエラー」のように100%防ぐことが出来ないものもある。人
間は成功体験が続けば慣れが出てきてしまうものだということを十分に理解し、
日頃からのトレーニングを怠らず、
過去のデータベースを分析し、今後の対策を打ち出す必要があるということなど様々な提言をいただきました。
１日を通して多くの意見・情報交換がなされましたが、共通して言えることは
「リスク・ヒューマンエラーを重んじる

何かできる。何かできる。

ばかりに、ハード面ばかりを強化してしまっては、野外活動の本来の目的を見失うのでは

（一人の手/本田路津子より）

ないか」
ということです。野外活動だからこそ引き出せる青少年の成長があると研究発表
の中にもありました。人の力でフォローし合い、目的達

一日でも早い復興を願います。（武村）
編集：大阪府キャンプ協会 広報部会
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

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。

成のためにハード面・ソフト面のバランスを考えながら
くさんの
今回もた

りました
参加があ

安全な野外活動を続けていくことが私たちに求められ
ているのでないでしょうか。

（財）関西テレビ青少年育成事業団

坂本 真由美（指導者養成会員事業部会）
OSAKA CAMPING ASSOCIATION

主催
関西野外活動ミーティング実行委員会
財団法人関西テレビ青少年育成事業団
協賛・協力団体
大阪体育大学・財団法人大阪府青少年活動財団
株式会社モンベル・株式会社ティエラコム
関西国際大学
社団法人日本キャンプ協会 近畿ブロック各協会
（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）

