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大阪府キャンプ協会の今後のあり方〜設立20周年を迎えて〜
大阪府キャンプ協会 常任理事・事務局長/国立室戸青少年自然の家 所長

大阪府キャンプ協会がなすべきことは何か？大阪

府キャンプ協会規約第３条には、
『キャンプ活動の健

ができないだろうか。会員間の相互扶助の仕組み作り

る。』
とその目的が明確に述べられている。
目的そのも

使命ではないだろうか。

のは、設立20年を迎えた今も、
これからも変わること

はないだろう。

役となっていくことが、大阪府キャンプ協会の今後の

次に、大阪府キャンプ協会は会員による先駆的な

チャレンジを支援しようと、2009年（平成21年度）
か

しかし、大阪のキャンプを取り巻く環境は、20年前

ら助成事業を実施してきた。
しかし今年度は申請がゼ

うに思われる。具体的な変化は、20周年記念誌『大阪

が必要であろう。助成事業そのものは今後も継続すべ

とは大きく変わり、変化の流れは今後更に加速するよ

ロであったことから、補助対象事業の枠組みの見直し

のキャンプさらなる躍進』で指摘されているように、

きであると考える。キャンプの発展の歴史は、時代時

これらの背景には、
自治体の財政問題があり、
その象

は常に新しい試みがなされて、
その地平を切り拓いて

指定管理者制度の導入であり、
ＮＰＯの躍進である。

きたのである。先駆的でチャレンジ魂にあふれた試み

の変化も見逃せない。自然体験や幅広い人々との交

あってほしい。

流体験など、子どもたちの原体験・実体験の補完や、
広汎性発達障がいなど多様な個性を持つキャンパー

を含めたユニバーサルな視点など、
キャンプ関係者は

これらと向き合っていく必要がある。

このような状況を踏まえた上で、今後の大阪府キャ

ンプ協会はどこへ向かって、
どのような事業を展開す
ることを期待されているのだろう。今後の方向性と事
業について、
いくつかの私見を述べよう。

指定管理者制度導入の結果、
ＮＰＯをはじめ多様な

団体がキャンプ運営に携わることになった状況におい

て、個々の団体に十分なスタッフ研修を行うポテン
シャルの低下が予想される。大阪府キャンプ協会自体

が、
キャンプスタッフ養成事業を積極的に展開してい

くのもひとつのあり方だが、多くの団体会員が独自の

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。
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大阪のキャンプ さらなる躍進
〜キャンプを語ろう〜

日 時 ２０１１年１１月２７日
（日）
１４時〜１７時３０分
会 場 六甲山ＹＭＣＡ（神戸市灘区六甲山町北六甲875）
大阪府キャンプ協会では、
平成２４年２月２８日に設立２０周年を迎えるにあたり、

代に対応してきたことの積み重ねにある。キャンプで

徴として大 阪 府 立 総 合 青 少 年 野 外 活 動センター

（Camp NOSE）
の廃止・閉鎖がある。
また、子どもたち

〒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

スタッフ研修の機会をオープンにしていく、
ということ
をキャンプ協会が仕掛けていく、団体会員間の橋渡し

相互連携とその資質の向上を図ることを目的とす

編 集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

森園 忠勝

全な発展と普及に貢献し、
キャンプ等の関係者がその
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発会式、
１０周年と記念の節目に集ってきた
「六甲山ＹＭＣＡ」
にて、
式典・リレースピーチ、
及び交流会を開催いたしました。

当日は多くの方にご参加いただき、
秋の一日、
新たな一歩を踏み出す機会となりました。

を、しっかりサポートできる大阪府キャンプ協会で
2002年に始まり今も続けられている
「関西野外活

動ミーティング」の会場は、いつも熱気に満ち溢れて

ら学生まで
大ベテランか
つながる」
「キャンプで

いる。会場を多くの若者たちが埋めている。
これから

の大阪のキャンプシーンを支えていくのが彼らだと強

く感じる。
それに比べると総会やサロンなどの会場で
は、
ベテランが多く、落ち着いた雰囲気ではあるが、残
念ながら活気にはやや欠けるようだ。

後日感謝状をお届けしました

専門委員会の若いメンバーは頑張ってくれている。

会員である若者たち自身が、大阪府キャンプ協会の運

営にも関わることができる仕組みが必要ではないか。

ベテラン、中堅、新進気鋭の力がうまく融合して、
さら

にエネルギッシュな『大阪府キャンプ協会』が実現で

きることを強く期待している。

７人の“若きスピーカー”

事務局日誌
■１０月１4日
（金） 広報部会（事務局）

の
酒井日本協会名誉会長
」
！
杯
「乾
声で
ご発

編集後記

■１１月１４日
（月） 専門委員会（事務局）

人をつなぐキャンプの

■１１月２７日
（日） ２０周年記念事業（六甲山YMCA）

力を信じて、共に歩みを

（ドーンセンター）
■１２月１１日
（日） リスクマネジメントセミナーin関西

進めてみませんか？

思い出を
で
スライドショー

（橋本 啓）
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、幕谷安紀子
※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。
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設 立 20 周 年 記 念 式 典
20年という節目を迎えた大阪府キャンプ協会。これまでもその歩みの節
目に、多くの会員が集まり語り合った六甲山YMCAを会場とし、約70名の
参加者を迎え記念式典・記念事業「リレースピーチ」を開催いたしました。
今回周年を迎えるにあたり「大阪のキャンプ さらなる躍進」をテーマ
とし、“記念の集い”として、
これまでの歩みを振り返ると共に、未来に向
けて語り学びあう機会とする事を目的として実施しました。
第一部式典では大阪府キャンプ協会錦織一郎会長挨拶、日本キャンプ
協会吉田大郎事務局長からご挨拶を頂き、引き続き CAMPING AWARD
2011の伝達表彰式が行われました。当表彰は国内のキャンプ・
野外活動に著しい貢献のあった方に日本キャンプ協会から贈呈
されるものであり、今年度受賞者である、吉水泰彦氏(大阪府キャ
ンプ協会名誉会長)、大阪体育大学野外活動部への表彰が行われ
ました。また長年大阪府キャンプ協会の諸活動にご尽力頂いた、
吉水名誉会長へ大阪府キャンプ協会より感謝状の贈呈が行われ
ました。吉水名誉会長は残念ながらご欠席となりましたが、謝辞
としてその熱い思いをメッセージとして頂きました。
第二部リレースピーチでは「大阪のキャンプ さらなる躍進
〜キャンプを語ろう〜」と題し、20 〜 30才代のこれからのキャンプを担うディレクター 7 名によるリレー
スピーチが行われました。今、現場に一番近く、
キャンプを支える若いディレクターが少し緊張気味に、
キャ
ンプに対しての思い、今そして未来に向けて、
それぞれの言
葉で熱いメッセージを語りました。会場でメッセージを受け
た諸先輩方、
また未来のキャンプを担う仲間がその思いを支
え導き、
これからのキャンプ
を、そしてキャンプ協会の
働きを共に見出す良き機
会となったのではない
でしょうか。
第三部交流の集い
では、
日本キャンプ協
会酒井哲雄名誉会長の乾杯、兵庫県キャンプ協会桑田千照会長に
ご挨拶を頂き、参加者全員で交流の時を持ちました。会場では協会
20年の歩みを写真映像を通してたどり、
またそれぞれの人の輪で
は新しい出会いや交わりがあり、
キャンプを通して更なる人の繋が
りが生まれていました。
設立20周年を迎えた大阪府キャンプ協会。これまでキャンプを
愛し協会を支えてこられた多くの諸先輩方、時代の流れに変化を迫
られながらもキャンプを愛し、更なる歩みを進めようとする若いディ
レクターやリーダー達。この周年の節目が共にキャンプを語り、
キャンプを愛する気持ちを共有するきっかけとなることを願います。
20年、人間でいえばやっと成人を迎えたばかりです。大阪府キャ
ンプ協会が、
そしてキャンプが、
いつまでも若々しくあるように、
さら
なる躍進に向けて多くの仲間と共に歩みを進めていきましょう。
（公財）大阪YMCA

第二部

リ
レースピーチ
リレースピーチ

セレモニーに続く第二部は、
これからのキャンプを支える若手によるスピーチ。伊原久美子さん（大阪体育大学）を司会に、
スピーカー
は山崎大介さん（大東市青少年協会）
、
柳澤秀仁さん（大阪府青少年活動財団）
、
並木聡子さん（YMCA阿南国際海洋センター）
、
宮嶋啓
太さん（ナック・八尾市立大畑山青少年野外活動センター）
、
坂本真由美さん（関西テレビ青少年育成事業団）
、
高橋陽介さん（茨木市青
少年野外活動センター）
、
三保洋士さん（大阪市青少年活動協会）の7人。それぞれの立場で、
今後の夢や課題を熱く語ってくれました。
まず山崎大介さんは、
「小・中学生のキャンプへの参加率が減少するなか、
自然体験の魅力が子どもたちに伝わるよう、年代に合わせ
たプログラムを。」甲子園をめざす野球一筋からこの世界に飛び込んだ柳澤秀仁さんは、
「仲間と大自然、
よりよい指導者を育てたい。」
また並木聡子さんも学生時代、陸上競技から180度転換しこの世界に入った一人。
「一分一秒を争うことが、
キャンプではとてもちっぽ
けなことに思えた。キャンプを通し子どもの成長を見守りたい。」宮嶋啓太さんは、
「５施設の指定管理者を請け負うナックはどの施設
も利用者数を伸ばし収益を上げている。その要因は①市民が気軽に利用でき、②豊かな自然があり、③魅力あるプログラムが提供で
き、④安全で安心して楽しめる場であり、⑤清潔な環境で、⑥ホスタピリティーにあ
ふれている。」とあげました。坂本真由美さんは、
「子どもたちと直接かかわるキャ
ンプリーダーの存在の大きさ、人を育てることの大切さ」を改めて指摘。自身も
小４で地域のキャンプに参加し、
キャンプ長として１３年の経歴をもつ高橋陽
介さんも、行政が直営する施設の特長をあげ、
「キャンプリーダーのOB・
OGたちを社会に輩出することによる、
キャンプが人を育てる意味」を再確
認しました。最後に三保洋士さんは「次代のキャンプを担うキャンプディ
レクターの養成は大切だが、指定管理者制度は３、
５年というサイクルで
はとても長期的な展望が立たない。指導者のレベルをあげ、若手の指導
者と先人との架け橋が大切」と説きました。
最後に伊原久美子さんの「皆さんの大事な言葉は」との問いに、
各人の答え
は「夢」
「挑戦」
「自然と笑顔」
「驚き、感動」
「次世代につなぐ」
「リーダーの育成」
「相手の気持ちを受けとめる」
。力強い言葉で、
将来のキャンプへの期待を感じ
させるスピーチを披露してくれました。
（社福）朝日新聞厚生文化事業団 中村 茂高（２０周年記念事業実行委員）

２０周年記念誌

「大阪のキャンプ さらなる躍進」
20周年記念誌を発行するに
あたり、大阪府キャンプ協会の
活動を振り返り、大切に記憶し
ておくべきことを記録し、
さらに
今後の活動を見すえた視点を
加え編纂することとしました。
そのような思いを込め記念誌を
「大阪のキャンプ さらなる躍進」
と題しました。
特集では、
「大阪のキャンプと提言 この10年を経て」
と題し、指定管理者制度の導入、発達障害者支援法の施
行、関西の活動拠点となっていた能勢のキャンプ場の閉
鎖、
昨年３月に起きた東日本大震災と、
この10年で起きた
様々な出来事にキャンプが担ってきた役割や効果をまと
め振り返りました。また、
環境の変化や多様化してきた内
容に、
指導者、
キャンプリーダーがどう対応してきたか、
そ
してこれから何をしていかなくてはならないか、
それぞれ
の分野に深く携わり、
研究されてきた方々からの提言をい
ただきました。

「ポラリス キャンプ関係者による提言」では、
それぞれ
の現場を支えている大阪府キャンプ協会専門委員を中心
に、次の時代を担う18名の方から、
自分のキャンプに対す
る思いや考えを寄せていただきました。
そして、
日本キャンプ協会野澤会長をはじめ、
酒井名誉会
長、大阪府キャンプ協会吉水名
誉会長からも寄稿いただき、
そ
の文面の中には今後の大阪の
キャンプに対する期待を寄せ
ていただいています。
この先１０年、
２０年先と、
この記念誌をひとつの礎と
して大阪のキャンプが「さら
なる躍進」をしていくことを
願います。
発行にあたり、
ご協力、
ご尽力いただいた方々に
対し、
お礼申し上げます。
ありがとうございました。
大阪府立青少年海洋センター
（２０周年記念事業実行委員）

橋本 啓（２０周年記念事業実行委員）
２
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３

武村 尚史

なお、
この２０周年記念誌はご希望の方に送付いたします。
送料のみご負担ください。詳しくは事務局まで。
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大阪府キャンプ協会20周年記念助成事業

大阪府キャンプ協会では、設立２０周年記念事業として、
これからの大阪のキャンプを
担う若い世代へ、
この国際キャンプ会議への参加費の一部を助成しました。

「第9回 国際キャンプ会議」参加報告
１１月４〜８日の４泊５日、国際キャンプ会議／アジア・オセアニ

ア・キャンプ会議が香港で開催されました。
これまではそれぞれに
会議を行ってきましたが、今回は同時開催となりました。会場は香

港中華YMCA烏渓沙青年新村。香港島北東部の海に面したエリア

にある野外活動施設で、世界的なYMCA運動の一翼をにない、
キャ

ンプや研修等で広く利用されている場所です。
とても広大な敷地を
持ったところで、
２２の国や地域から３００名余りが集った同会議

ラクーンサークルの実践

の参加者を悠々と包み込んでいました。

香港の空港からバスに乗って施設に向かう道中での、バスガイド

の話によると、香港では日本に比べ物価などは安いが、住宅につい

ては物件が非常に高いことを聞きました。窓の外を眺めていると、
高層マンションが建ち並ぶ異様な光景。大阪でいう梅田の高層ビ

ル群が思い浮かべられ、一軒家はほとんどありませんでした。香港

のように限られた土地で人口の増加に対応するには、上に上に家を
造らざるを得ないのかと感じました。
また、香港の字のごとく港も広

資料コーナー

大で貨物船も多く見られ、景色だけでも香港の特徴が垣間見える

「いつ、
キャンプ協会の一員になったのですか？」

「いつ、
あなたはキャンプ協会の一員になったのですか？」
と
問われると、
どのように振り返るのでしょうか。例えば、
「会員
証を手にしたとき」
「研修会に参加し新しい仲間ができたと
き」
「キャンプ大会に参加したとき」
など多様な答えが思い浮
かぶでしょう。
しかし、
「会費を支払い、
会員証を手にしたとき
に一員になった」
という答えにはならないと思います。
特に、私たちはキャンプを行う人ですから、仲間と共に、食
べる、寝る、語り合う、
アクティビティを楽しむことを体験し、
他者を受け容れ、
自分が受け容れられたと感じたときにこそ、
グループまたキャンプの一員であり、
自分たちのキャンプを
創っているという意識が芽生えることを知って
います。
ですから私たちは、
一人ひとりがキャン
プ協会を創っていること、即ち歴史に関わっ
ていることを仲間と共に知ったときにこそ、
一員になったと言えるのでしょう。また、
キャンプ協 会の英 文 表 記に使っている
「Association」
とは
「人間のつながり、集

まり」
ですから、人間が関わりあい、力を集めることによって歴
史を創ってきたのです。
11月27日、大阪府キャンプ協会は20年の歴史を刻み、記
念式典を六甲山YMCAにおいて執り行いました。
多くの先達
や仲間が出席くださり、
喜びに満ち溢れた時となりました。
そ
して、
記念式典の席上で、
20〜30才代の若きディレクターた
ちが、
「キャンプへの想い、
夢、
希望」
を語ってくださいました。
語られた内容には、先輩たちが多くの注文をつけられること
だと想像しますが、
語られた言葉の中にそれぞれの心情が映
し出されて、
とても嬉しく、素晴らしいと感じました。
「清らか
に聴く」
「誠実に自分を語る」
「他者と自己の姿をイ
メージして書き記す」
「キャンプを実践する」
こ
のような行いが結び集うことが、
キャンプ協会
の新しい歴史を創造します。
この新しくされ
ていく運動に参画くださり、
「 私はキャン
プ協会の一員です」
と胸を張ってくださ
ることを希望しています。

ことができました。

宿泊場は一つの家のようなところで寝室は二段ベッド、バスルー

ムはトイレとシャワーが同じ個室になっているユニットバスのよう

日本キャンプ協会BUC対象事業

スコート、プール、ロープスコース、
フリークライミングができるア

野外活動における
ヒューマンエラーを考える

なものでした。キャンプ場内は陸上競技場、バスケットコート、テニ

クティビティプレイスが設置されており、スポーツの合宿にも使え
る設備が整っていました。中にはカラオケルームやゲームセンター

意外にも
「カラオケ」がある！！

などといった、
日本のキャンプ場では考えられない設備もあり、
キャ

ンプに対する考え方も違うのかと感じました。

プログラムの中には、各国のキャンプについてのワークショップ

が組み込まれていました。ジム・ケイン氏による“ラクーンサークル”

というレクリエーションの実践では、各国の人と５、
６人で交わりな

がら１本のロープを使うゲームを体験しました。
１本のロープだけ

で１０以上のゲームを展開していたことに驚きました。
また、各国の

キャンプ活動報告では、
キャンプの歴史や活動が、
どのように支えら

基督教宣道園キャンプ場にて
キャンプファイヤー！

れ展開されているか、キャンプ人口の増減などについて発表されて

いました。

おぼつかない英語しか話せない私たちが、
さまざまな国や地域の

方々とたくさんの交流を持つことができたのは、
「キャンプ」
という
共通認識があったからだと思います。年齢、国籍、言語、社会情勢な

ど、
さまざまな異なる文化的背景や考え方を持つ人々が集まった今

回の国際キャンプ会議。そのすべてをつなぎ合わせることができる

「キャンプ」の魅力や素晴らしさに、改めて感銘を受けました。国境

を越えて体験した「キャンプはあらゆる人と人を繋げることができ

る」
ことを、今後のキャンプ活動を通して多くの人々に伝えていきた
香港の学生スタッフと

いと思います。
４

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

NPO法人キャンピズ

前田將太・畠中稔生

日
時：2011年12月11日
（日）
会
場：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
参加人数：６９名
主
催：公益財団法人関西テレビ青少年育成事業団、一般財団法人
大阪府青少年活動財団、大阪府キャンプ協会

リスクマネジメントセミナー in 関西
今年のテーマは“野外活動
におけるヒューマンエラーを
考える”。野外活動でなぜ事故
が起こるのか？ヒューマンエ
ラーって何だろう？野外活動
指導者が日頃抱える問題や
悩みを解決に導いてくれるヒ
ントがたくさんつまった一日
習
実
の
」
巾
角
となりました。
三
救急法の基本「
基調講演には、関西学院大
学人間福祉学部教授の甲斐知彦先生を迎えました。
イベント
やキャンプを主催する団体や責任者には、安全配慮義務や保
護監督義務があるということ、
また過去の事故を調査すると、
原因の多くがヒューマンエラーによって引き起こされていたと
いうお話がありました。
日頃の危機管理知識の習得やリスクマ
ネジメント能力の向上、組織のマネジメント管理の強化は、主
催者としての責務を果たすだけではなく、
ヒューマンエラーの
軽減にもつながるというお話が印象的でした。
その後の提言では、過去の事故事例から教訓を学び、選択
ワークショップでは、野外活動における安全教育・食・道具・心
の４つ分野に分かれて、実践に即した知識を学びました。
最後に行われた
『事例発表＆パネルディスカッション』
では、
５団体のスタッフからヒヤリ・ハット事例と事故事例の報告が
ありました。事故発生時から事後対応に至るまで内容の濃い

報告が続き、
フロアーの参加者から多くの質問が出ました。
た
くさんの意見が交わされ、
この日で一番活気ある時間となりま
した。
“ヒューマンエラーを１００％防ぐことはできない。
しかし、組
織の能力を把握・認識し、
トレーニングを積み続けることで事
故を防ぐことはできる”ということがキーワードだったように
感じます。安全には多くの知識と技術の習得が必須ですが、多
くの成功体験があるからといって、対策を甘んじてはいけな
い。
７回目となったリスクマネジメントセミナーが、毎年発信し
続けている
「野外活動の安全」を一人ひとりが忘れず、行動に
移していくことが安全への第一歩ではないか、
ということを再
確認する機会となりました。
（公財）
関西テレビ青少年育成事業団
近山 真由美（指導者養成会員事業部会）

基調講演
甲斐知彦先
生
５
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のため、
「再確認」受講する人も
に
毎年のよう
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大阪府キャンプ協会 調査研究部会

はなく、進んで参加者の要望を聞き出し反映することや、
子ども達から不安や悩みをじっくり聞いてあげることか

キャンプリーダーの価値

ら、相手の立場になって
「聴く」姿勢を身に付けます。

大阪府キャンプ協会

組織キャンプは情報や意思の共有があって初めて成り

立ちます。
ですから、報告・連絡・相談のいわゆる
「ほう・れ

ん・そう」は当然のように行うことができるのです。
ディレ

クターからスタッフまで様々な役割を経験する中で、
それ

ぞれの立場や考え方を知り、目的達成のためにチーム

大阪府キャンプ協会調査研究部会では、同協会が設立

ワークを形成して課題解決にあたることの大切さも知っ

振り返り、今後のキャンプの姿を検証していくことにして

そして何より、彼ら自身の「目的意識」
「 使命感」
「 責任

２０周年の節目を迎えるにあたり、
これまでのキャンプを
います。今回は、地域の中で、野外活動を通じて青少年を

育む茨木市青少年野外活動センターを取り上げ、キャン

プリーダーに視点を当てています。

学生キャンプリーダーが活動しています。夏期シーズンと

もなれば、ほぼ泊まり込みの状態でキャンプ運営に力を

感」
。
私が担当するキャンプ場では
「ALL FOR CAMPERS」

すが、
どのリーダーもそこに参加者がいる限り最大限の
努力をして接しようとする気持ちを持っています。
たとえ

難しい課題でも、
まず相手のことを考えて関わる姿勢は、
ここに挙げたキャンプリーダーの力は、一朝一夕で身に

つけることはできません。
キャンプリーダー自身にとって

ていることでしょう。

知れませんが、
これは非常に価値のあることだと思ってい

生のキャンプリーダーが青少年の指導・育成に活躍され
彼らは、学生時代の貴重な時間をキャンプリーダーと

して過ごしながら、
キャンプ指導に必要な多くの技術と知

キャンプ活動だけでなく社会でうまく活用できるように、
ま

一声は、相手に親しみを感じてもらうためだけのものでは

ありません。短い言葉のやりとりの中で相手の様子をうか

がい、気遣うための大切な言葉掛けとして行っています。
一見当たり前のあいさつも大切な力です。

「話す力」
と
「聴く力」
もキャンプリーダーが活動を通じ

て身につける代表的な力の一つです。大人数の前で全員

同時開催
講

野外活動促進セミナー

BUC対象事

業

師 テリー・ディグナン氏（ホール・イン・ザ・ウォールキャンプアドバイザー）
石田易司氏（桃山学院大学教授）
日 時 2月18日（土）14時30分〜 19時
場 所 ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
内 容 第１部では被災地支援の現状を、第２部では海外のグリー
フキャンプの実際のようすをうかがいます。
参 加 費 会員 2,000円 一般 2,500円 学生 1,000円
定 員 50名
共 催 一般財団法人大阪府青少年活動財団

予告

キャンプ指導者講習会

日 時 理論
実技

4月28日（土）10時〜 16時（ドーンセンター）
5月3日（木・祝）〜 5日（土・祝）
（会場未定）

※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。

TEL 06-6561-7800

施設や団体の職員にとっての育成の対象は、
当然ながら

出ても活かされる、
また必要とされているものとして再認

例えば、
「あいさつができること」。元気の良い最初の第

♪
♪

キャンプワークショップ

「グリーフワークとしてキャンプができること」
（仮題）

ます。

キャンプリーダーです。
学生としてキャンプリーダーという

識させられます。

プレイベント（午前）、研究・実践事例発表、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2012実行委員会

は当たり前のことで、改めて自覚する機会も少ないのかも

識を身につけていきますが、少し視点を変えるとキャンプ

リーダーとして培われる力は、
キャンプだけでなく社会に

対 象
参加費
定 員
主 催

社会で最も必要とされるものではないでしょうか。

尽くしてくれますが、多くの施設や団体でも同じように学

業

原田宗彦氏「ツーリズムの視点から見た野外活動」
木谷尚史氏「地域活性化とOBSのあり方」
今井正裕氏「新しい地元との協働のあり方〜旧小学校の活用から〜」
進行：冨山浩三氏

ています。

の言葉をキャンプ運営にかかる全ての場面に掲げていま

BUC対象事

テ ー マ「野外活動とまちおこし」
日 時 3月4日（日）10時〜 20時
場 所 ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
内 容 シンポジウム「野外活動とまちおこし」

プで
キャン
を
人の心
んだ！
癒せる

私が職員として担当するキャンプ場では、約７０人の大

関西野外活動ミーティング2012

道を選び、
多くの時間を費やして初めて得られたこの力を、

た彼ら自身がその価値を自覚できるように、職員がいつも

と違った視点からアドバイスを行うことも大切です。

次の春から、社会人としてスタートをきるキャンプリー

ダーも多いと思いますが、一人ひとりが社会で活躍する

ことを期待するとともに、ゆくゆくは社会から求められる
人材として“キャンプリーダー”というブランドが根付いて

くれればと思っています。

に伝わるようにプログラムの説明を行うことや、
グループ

指導で子ども達一人ひとりに対して言葉を選んで語りか

けることは、場面や相手を問わずに自分の言葉を使って
気持ちを伝え説明することができるという大切な力にな

ります。
また、聞き手としても単に受け身で話を聞くので

茨木市青少年野外活動センター 高橋 陽介
（調査研究部会）

国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
ビッグ・アイ フォーラム
〜障がい者のための国際野外活動フォーラム〜
時 2月16日（木）13時〜 21時
17日（金）9時〜 12時
（堺市）
場 所 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
日
内 容 海外の先進的な障がい者の野外での活動事例。そして、
本での試み。人生の大きな楽しみの一つである「キャンプ」
という文化を積極的に取り入れ、
自然に親しみ、
より豊かな
人生を送ることができるよう障がい者とキャンプ運営者が
一堂に会し、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です。
参 加 費 無料（宿泊を希望の場合、別途要）
定 員 100名（各日）先着順 1日のみの参加も可。
主 催 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
日本キャンプ
後 援 日本YMCA同盟、ボーイスカウト日本連盟、
協会、大阪府キャンプ協会、
日本野外教育学会（予定）
トレイルオリエンテー
協 力 桃山学院大学、NPO法人キャンピズ、
リング協会

日

NPO法人

第28期森林大学
〜森林ボランティア養成講座〜
間 4月11日（水）〜 9月29日（土）、全19回（宿泊実習有り）
場 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
もっと森林で遊びたい、
内 容 もっと森林のことを知りたい、
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
受 講 料 30,000円（野外実習の交通費・宿泊費 別途要）
定 員 30名（18歳以上、最少催行人数10名） 詳細はHPをご覧下さい。
期
会

〈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「緑と水の森林ファンド」事業です。

TEL 072-290-0962

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

日本森林ボランティア協会

TEL 06-6376-8255
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大阪府キャンプ協会の今後のあり方〜設立20周年を迎えて〜
大阪府キャンプ協会 常任理事・事務局長/国立室戸青少年自然の家 所長

大阪府キャンプ協会がなすべきことは何か？大阪

府キャンプ協会規約第３条には、
『キャンプ活動の健

ができないだろうか。会員間の相互扶助の仕組み作り

る。』
とその目的が明確に述べられている。
目的そのも

使命ではないだろうか。

のは、設立20年を迎えた今も、
これからも変わること

はないだろう。

役となっていくことが、大阪府キャンプ協会の今後の

次に、大阪府キャンプ協会は会員による先駆的な

チャレンジを支援しようと、2009年（平成21年度）
か

しかし、大阪のキャンプを取り巻く環境は、20年前

ら助成事業を実施してきた。
しかし今年度は申請がゼ

うに思われる。具体的な変化は、20周年記念誌『大阪

が必要であろう。助成事業そのものは今後も継続すべ

とは大きく変わり、変化の流れは今後更に加速するよ

ロであったことから、補助対象事業の枠組みの見直し

のキャンプさらなる躍進』で指摘されているように、

きであると考える。キャンプの発展の歴史は、時代時

これらの背景には、
自治体の財政問題があり、
その象

は常に新しい試みがなされて、
その地平を切り拓いて

指定管理者制度の導入であり、
ＮＰＯの躍進である。

きたのである。先駆的でチャレンジ魂にあふれた試み

の変化も見逃せない。自然体験や幅広い人々との交

あってほしい。

流体験など、子どもたちの原体験・実体験の補完や、
広汎性発達障がいなど多様な個性を持つキャンパー

を含めたユニバーサルな視点など、
キャンプ関係者は

これらと向き合っていく必要がある。

このような状況を踏まえた上で、今後の大阪府キャ

ンプ協会はどこへ向かって、
どのような事業を展開す
ることを期待されているのだろう。今後の方向性と事
業について、
いくつかの私見を述べよう。

指定管理者制度導入の結果、
ＮＰＯをはじめ多様な

団体がキャンプ運営に携わることになった状況におい

て、個々の団体に十分なスタッフ研修を行うポテン
シャルの低下が予想される。大阪府キャンプ協会自体

が、
キャンプスタッフ養成事業を積極的に展開してい

くのもひとつのあり方だが、多くの団体会員が独自の

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

立
設
設立

2周0
年

大阪のキャンプ さらなる躍進
〜キャンプを語ろう〜

日 時 ２０１１年１１月２７日
（日）
１４時〜１７時３０分
会 場 六甲山ＹＭＣＡ（神戸市灘区六甲山町北六甲875）
大阪府キャンプ協会では、
平成２４年２月２８日に設立２０周年を迎えるにあたり、

代に対応してきたことの積み重ねにある。キャンプで

徴として大 阪 府 立 総 合 青 少 年 野 外 活 動センター

（Camp NOSE）
の廃止・閉鎖がある。
また、子どもたち

〒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

スタッフ研修の機会をオープンにしていく、
ということ
をキャンプ協会が仕掛けていく、団体会員間の橋渡し

相互連携とその資質の向上を図ることを目的とす

編 集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

森園 忠勝

全な発展と普及に貢献し、
キャンプ等の関係者がその

79

発会式、
１０周年と記念の節目に集ってきた
「六甲山ＹＭＣＡ」
にて、
式典・リレースピーチ、
及び交流会を開催いたしました。

当日は多くの方にご参加いただき、
秋の一日、
新たな一歩を踏み出す機会となりました。

を、しっかりサポートできる大阪府キャンプ協会で
2002年に始まり今も続けられている
「関西野外活

動ミーティング」の会場は、いつも熱気に満ち溢れて

ら学生まで
大ベテランか
つながる」
「キャンプで

いる。会場を多くの若者たちが埋めている。
これから

の大阪のキャンプシーンを支えていくのが彼らだと強

く感じる。
それに比べると総会やサロンなどの会場で
は、
ベテランが多く、落ち着いた雰囲気ではあるが、残
念ながら活気にはやや欠けるようだ。

後日感謝状をお届けしました

専門委員会の若いメンバーは頑張ってくれている。

会員である若者たち自身が、大阪府キャンプ協会の運

営にも関わることができる仕組みが必要ではないか。

ベテラン、中堅、新進気鋭の力がうまく融合して、
さら

にエネルギッシュな『大阪府キャンプ協会』が実現で

きることを強く期待している。

７人の“若きスピーカー”

事務局日誌
■１０月１4日
（金） 広報部会（事務局）

の
酒井日本協会名誉会長
」
！
杯
「乾
声で
ご発

編集後記

■１１月１４日
（月） 専門委員会（事務局）

人をつなぐキャンプの

■１１月２７日
（日） ２０周年記念事業（六甲山YMCA）

力を信じて、共に歩みを

（ドーンセンター）
■１２月１１日
（日） リスクマネジメントセミナーin関西

進めてみませんか？

思い出を
で
スライドショー

（橋本 啓）
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、幕谷安紀子
※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。
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