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キャンプでい
ろんな
冒険しよう！
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キャンプで街づくり「リーダー養成のサイクル」
大阪府キャンプ協会理事・茨木市青少年野外活動センター所長

青少年のためのキャンプ場は野外生活を体験
するだけの場ではなく、学び・健全な育成の場
としての役割を担っている。利用者は、各年齢に
応じた課題を含むキャンプに参加し、キャンプ
カウンセラーから自然体験・生活体験の指導を
受け、仲間作りを学び、目標となる青年像を感じ
取る。このような経験を重ねた子どもが大学生
になり、自分自身の体験や感動を元に次代の
子どもを育て、街づくりを行う「キャンプ育ち
のリーダーサイクル」を茨木市青少年野外活動
センターでは実践している。
「ただいま！」から始まるキャンプ。

「ただいまー！」
の大声に振り返ると、
数名の高校
生が大きなカバンを担いで本館に集まって来た。
約一年ぶりの再会に、こちらも大声で「おかえ
り！！」
と返す。
茨木市の
「リーダー養成キャンプ」
では当たり前の光景だ。ふるさとに帰ってきた
様な、中・高校生の「ただいま！」からキャンプが
始まる。
リーダー養成キャンプは、
1965年
（キャンプ場
開設10年前）に高槻市摂津峡のキャンプ場で
実施した、40人程のこども会キャンプをベース
とし、1967年に大阪府立総合青少年野外活動
センターで行った「こども会リーダー養成キャ
ンプ」を経て現在の「ジュニアリーダー研修会」
に至る。
「ジュニアリーダー研修会」は市内の６年生
の、10人に１人が参加する3泊4日のキャンプを
含めた、
年3回の研修会である。そして中学1年
生になり希望者が５泊６日の「中学生リーダー
キャンプ」に参加する。さらに、3泊4日の「高校
生 リ ー ダ ー キ ャ ン プ 」、そ し て 大 学 生 に な り
キャンプカウンセラーになる。キャンプカウン
セラーは経験を十分に生かし後輩のジュニアや

事務局日誌
■７月１７日
（火） 広報部会 （事務局）
■７月２２日
（日） 近畿ブロック事務局会議
（アパホテル肥後橋駅前）
■９月 ４日
（火） 部会長会議（事務局）
■９月２０日
（木） 専門委員会（事務局）
■９月２４日
（月） ＣＤ塾④（大阪南YMCA）
■１０月１日
（月） 常任理事会（事務局）

キャンプカウンセラーの60％が
「元キャンパー」

当センターは、茨木市の最北端、北摂山系の標高
500ｍにある豊かな自然に恵まれた38万㎡の
キャンプ場で、市内中心部から車で約1時間で
到着できる。このため、市民は、幼児期から安心
してキャンプ体験をスタートさせ、生涯を通じ
て楽しめる。運営はキャンプカウンセラーを
経験した市職員が指導の中心となり、約70人
の大学生キャンプカウンセラーが専属リー
ダーとなり行っている。キャンプカウンセラー
は、グループカウンセラーとして、キャンプ場を
訪れる青少年と24時間、生活を共にし＜協力・
友愛・奉仕＞の心を伝え育てている。キャンプ
カウンセラーのうちの約60％が、リーダー養成
キャンプ等に参加した
「元キャンパー」
であること
は、
大きな特徴であろう。
基本にしているキャンプは、1泊2日のこども
会キャンプである。
初めて親から離れて宿泊する
ことが多い小学3年生〜6年生までの児童に
「キャンプって楽しい！」
と感じてもらう。
そして
6年生になり、3泊4日の「ジュニアリーダー研修
会」に参加し、楽しくて頼もしいキャンプカウン
セラーに憧れを抱きながら中学生になる。
※次回は社会人まで継続する中学生・高校生
リーダー養成キャンプを紹介します。

編集後記
キャンプが中高生のひと夏の思い出
に残れば、
きっとおとなになって
戻ってきてくれるでしょう。
（小柳）
今は種を捲く時です。
編集：大阪府キャンプ協会 広報部会
武村尚史、小柳敬明、坂谷恵司、
津田晃男、中村舞、藤田歩美
※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。

編 集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

〒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.or.jp

山内 得世

中学生、高校生リーダーの指導を担う。さらに
特 徴 的 な の は 、卒 業 後 も 地 域 社 会 の「 社 会 人
リーダー」となりＰＴＡや自治会役員等で活躍
していることだ。
子どもたちを引率してキャンプ
場まで帰ってくる卒業生も多い。
当センターでは、半世紀をかけて、このよう
な「リーダーサイクル」を創りあげてきた。今年
もキャンプ場で響く、元気な「ただいま！」の声
を生み出している源である。
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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。

中高生のキャンプ特集！！
！
みんなの 秘密基地 キャンプ！

作ろう！

枚方市
野外活動
センター

8 月１４日（火）〜１７日（金）の３泊４日『作ろう！みんなの秘密基地キャンプ！！』をテーマに
中学生６人、高校生４人の参加者と共に枚方市野外活動センターにて秘密基地作りキャンプ！！
１日目、今年は大雨の影響で集合・開始時間が午後からとなりました。穂谷のバス停に集合し、不安と
期待を胸にキャンプ場を目指しました。キャンプ場では、
『アイスブレイク』でお互いの名前を確認し合い
ながら緊張をほぐしていきました。その後、今回のキャンプ中のユニフォーム（つなぎ）にペンキで名前を
書いたり、
『 旗作り』で、今回のキャンプでの目標をそれぞれ書き込み、その旗を掲げキャンプを見守って
もらいました。夜はカレーをみんなで作り、秘密基地の設計を行い明日への士気を高めていきました。
２日目、本格的に秘密基地作りの開始でした。昨日の設計を基地作りの現場を見ながら見直し、みんな
で意見を出し合いそれぞれがどの作業をするかの分担も参加者主体で行いました。作業分担を決める中で
自分の考えている事を言葉にして仲間に伝えることが出来ていて、初日より
みんなの距離が近くなっているように思えました。基地を作るのに何がどの
秘密基地に作ったブランコ
。
くらい必 要なのかも考え、材 料の調 達も含めみんなで取り掛かりました。 作るのも遊ぶのもみんなで！
もちろん今回のキャンプのユニフォームのつなぎを着ての作業でした。
お昼も
自炊でご飯を作り午後からの作業のために英気を養っていました。午後から
も作業に取り掛かり、机やイスを作ったり小
みんなで掘った落とし穴！
屋やブランコを作ったりと秘密基地完成に向
すっごく深くまで掘ったので
けて一致団結して頑張りました。この日も夜
地面の中からハイチーズ！
は自炊を行いました。その後、焚き火を囲み
ながら簡単なゲームをして交流を深めたり、
２日間の楽しかった事や明日の秘密基地完成
に向けての意気込みを語り合いました。
３日目、昨日からの作業に引き続いて秘密
基地完成に向けてのラストスパート！午後には小屋やブランコ、机やイスも
全て完 成し、小 屋には「コロゾウ」と愛 称をつけました。コロゾウの入り
口付近には落とし穴も掘っており、その深さはなんと２ｍ弱！「侵入者を
防ぐんだ！」
と意気込んでいましたが、最後は安全管理上参加者と一緒に
穴を埋めなおしました。それでもみんなで協力してあんなに深い穴を掘る
ことが出来たんだと満足げでした。夜はみんなで鍋パーティーをした後、
秘密基地でおそろいのつなぎを
最後の夜のお楽しみ、キャンプファイアー！今回は秘密基地完成を祝って
着て旗を囲んで記念撮影！
のファイアーで大いに盛り上がり夜も更けていきました。
一生の思い出だよ！
４日目、朝から完 成した秘 密 基 地の装 飾を施し、基 地の名 前を『ツナ
コレ会場』
と命名し、看板を立てました。キャンプの締めくくりは４日間着
続けたつなぎにみんなでサインし合い、みんなの事をこれからも見守って
くれるようにキャンプの旗を掲げてキャンプを終えました。
今回のキャンプでは、みんなで協力し合って一つのものを創りあげたい
と言う思いを込めて行われました。ひとつの事をみんなでやり遂げる中
でお互いが思いやり、大変な作業も協力し合いながら楽しむ事も忘れない。
それが出来た仲間だからこそのとっても楽しいキャンプとなりました。
枚方市野外活動センター
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中高生
チャレンジ
キャンプ

大阪市立
びわ湖
青少年の家

２０１２年

in
びわ湖

８月１３日
（月）
〜１６日
（木）、大阪市立びわ湖青少年の家を拠点とした琵琶湖周辺でチャレンジキャンプを実施しました。
関西の水源である琵琶湖をフィールドに４日間のキャンプを通して、様々なことにチャレンジし、新たな自分を発見する
こと、仲間の大切さを知ることをねらいとして実施しました。
カッターやカヌー、
カヤック、いかだ作りなど琵琶湖の風を感じつつ、様々な湖上
プログラムを体験しました。中でも参加者たちが楽しみにしていたのは うなぎ漁 。
地元の漁師さんの指導の下、琵琶湖底に仕掛けた竹筒を引き上げていく漁法を体験
しながら、漁の大変さを口にする参加者たち。
なかなか姿を見せてくれないうなぎに
やきもきしながら、
時間が過ぎていきました。
最終的にうなぎを引き上げることはでき
ませんでしたが、
参加者の心には大きな思い出となって残ったと思います。
♪
また、
２日目の午前中には「プロジェクトＷＥＴ」で人と水との関係を学びました。
何気ない普段の行動が地球に影響を与えているということを体験的に学び、琵琶湖
や日頃の生活に対しての意識も変わったように感じました。
この４日間のキャンプを通して、参加者から
「琵琶湖に興味
を持った」
「またキャンプに来たい」
「これからも色々なことに
チャレンジしたい」
という感想がありました。
キャンプを通して
視野を広げられたり、
自分や仲間に目を向けられるようになった
体験を今後の生活に活かしてくれることを期待しています。
（公財）
関西テレビ青少年育成事業団 事務局

近山 真由美（連携事業担当部会）

“土のうの家づくり”
に挑戦！
に挑戦！

今年は
今年は

東大阪市立
野外活動
センター

ここ「自由の森なるかわ」は年間継続事業（年６回例会、
１泊５回・２泊１回）の『野外活動クラブ』を開催している。対象
は今年から小学６年生から高校３年生で、通常のキャンプ活動
であれば低学年ほど参加者が多い傾向にあるのが一般的だが、今年度の同クラブは
高校生が多く参加している。
（リピーターがほとんど）
【学年構成は次のとおり】
メンバーの自主的な活動
と自己の成長を促す活動
男 6
0
1
1
4
3
4 19 を目標に担当職員と大学
生リーダーがプログラム
女 0
3
2
0
2
1
0
8
企 画し、今 年は『アース
※募集定員は３０名
バッグハウス』を建てる！
がメインプログラムとなっている。建築現場の間伐、整地、土嚢運搬、ハウス作り、
全自炊などを全員で行っている。参加者の特徴として高校生の多さが挙げられる。
時間のやりくりが難しくなってくる高校３年生も参加意欲がとても高く、学校行事がある
際、遅刻してもひとりで 1 時間半かけて山を登り、キャンプに合流し共に活動をして
いる。将来なるかわのボランティアリーダーになりたい！職員になりたい！という志を
持った彼らのエネルギーは、このキャンプ場を支えるとても大きなものとなっている。
東大阪市立野外活動センター 所長 前垣 益己

小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 計
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大阪市立
信太山青少年
野外活動
センター

夏休み期間を利用して、高校生を対象とした
ボランティア体験事業を実施し、７名の高校生が
延べ１４日間の活動をしました。
周知については、当センターが所在する和泉市およびその周辺自治体
の高等学校への募集チラシの送付、ホームページへの掲載による募集を
おこないました。
主な活動内容としては、利用団体の受入れやプログラム支援補助、
施設の環境整備などをおこないました。
入所のあいさつでは、たくさんの子どもたちを目の前にして緊張して
いましたが、その子どもたちに名前を呼ばれるととても喜んでいました。
ふりかえりシートにはこんな感想が書かれていました。
「合宿の時には何の疑問も持っていなかったけれど、裏側でいろいろな
準備をしてくれる人がいることを知った。」
「暑い中の作業はとてもしんどかったけど、利用者からの “ ありがとう ”という言葉
がとても嬉しかった。誰かのために頑張ることは気持ちのいいことだと学んだ。
」
１名あたりの活動日数は２日間と短いものでしたが、その中で得たこと、
学んだことはとても大きかったように思えます。
今回は体験だけで終わりましたが、今後は彼らのような若者が活躍できる
機会の提供や体制づくりができればと考えています。
大阪市立信太山青少年野外活動センター 船附 浩司

極めろ! ! 海洋マリンクラブ
を
海

『海洋マリンクラブ』は、小学５年生から高校３年生までを対象とした
高学年向けのキャンプである。１年間を通して計６回の例会を設け、様々
なマリンプログラムや陸上ワークに挑戦する。対象が高学年なので、『海の
基礎を学ぶ』というよりは『応用編』
（例えば、初心者向けのＯＰヨット（小型
ヨット）だけでなく、ディンギーヨット（中型ヨット）にも挑戦したり、はくちょう号
（大型ヨット・クルーザー）で日帰りクルージング、カッター帆走に挑戦など）
と設定し、
プログラムを組み立てている。このような内容を行える理由として、
参加者の『キャンプに参加したい！』という強い意識と、年間キャンプの強み
ともいえる抜群のチームワーク、そして長年参加し続けてきた成果・経験が
生かされている。『海洋マリンクラブ』は平成２２年に『オーシャンジュニア
クラブ』より改名され、今年で３年目になる。海洋センター設立当初から
行われてきたこのキャンプは、たくさんの子どもたちを迎え
入れ、長ければ９年間の活動を経て皆卒業していった。
参加当時小学４年生だった子どもたちも今では高校生と
なり、大人顔負けの手際の良さで火を起こしてごはんを
炊いている。自分たちが経験し学んできたこ
とを後輩たちの前でお手本となって披露し、
また次の世代へ繋いでいく。自ら『気づき』
・
『協力』して、参加者同士が刺激し合い、
キャ
ンプを作り上げていく手助けをスタッフは
全力で行い、
１０年、
２０年後もずっと続い
ていくキャンプを目指したい。
心を１つにし

て、
さあ 出航だ！！

海洋マリンクラブ 佐野 晋也・櫻井 奈津子
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大阪府立
青少年海洋
センター

海の仲間と
絆を深めたよ！
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指導者養成 ・
会員事業部 会

視野の広い指導者養成を

部会長
大阪体育大学

冨山 浩三

調査研究部会

2年がかりの調査プロジェクト

部会長
大阪体育大学

伊原 久美子

調査研究部会は 4 名の新専門委員を迎え、若いエネルギーと多彩な経験を集結し、2 年間の調査プロジェクト
に取り組む計画です。テーマは “ キャンプボランティアの実態調査 ” です。多くの団体が、プログラム運営には
学生や社会人のボランティアに支えられています。団体の視点からは、
ボランティアの募集方法、
養成方法などから、
成果や課題についてまとめます。一方、ボランティアをする学生や社会人は、この体験から何を得ているのか？
学生時代あるいは青年期でのキャンプボランティア体験から多くの学びがある
ことがわかれば、新たな教育の場として展開していく可能性が見出されます。
また、近年、野外活動はプログラム内容や対象者の観点から様々な取り組
みが行われており、各団体で特色あるプログラムが展開されています。そこで、
各団体の取り組みをお互いに発表しあい、情報交換を活発にしていきたいと
考えています。毎年、3 月 1 週目
（今年度は 3 月 3 日）
に関西野外活動ミーティ
ングを実施し、研究者や実践者が研究発表や事例発表などを行っています。
このような場にもっと多くの人が関われるよう発表の準備や発表スキルなどの
研修を実施することも考えています。
過去に発行した紀要

今期より新設された専門部会「連携事業部会」では、社会が求める事業や、
一つの団体・組織にとらわれない事業、また異業種との連携事業など、既設の
部会の枠を越えて取り組むことを目指して、６名の専門委員でスタートしました。
、
従来より実施し、
多くの方々の参加を得ている、
「関西野外活動ミーティング」
「リスクマネジメントセミナー」、「野外活動促進セミナー」の主催や「大阪
アウトドアフェスティバル」への出展協力などの事業を展開する際にも、
より新たな視点・分野から関わってもらえる団体等を開拓し、広い視野での
事業展開が可能になるよう「進化」していきたいと考えています。
会員の皆様の新しいご提案をお待ちしています！

４

今井 正裕

関西野外活動ミーティング 2012

新たな広報手段を！

部会長
大阪府立海洋センター

武村 尚史

若い専門委員を迎えたこともあり、若年層会員へのアプローチを活発にし、
会を活性化していきたいと考えています。
●フェイスブックの活用
紙媒体以外の情報提供という視点で、インターネットの相互交流の媒体と
して、若年層を中心にかなりのユーザーが活用しているフェイスブックのた
ち上げを検討中。事業案内等の情報発信はもちろんのこと、キャンプに関
心をもつ人たちとの交流の場にしていきたい。
●若年層会員へのアプローチ
機関誌
会報誌も、今までの紙面づくりにとらわれず、若年層の会員からも意見を聞き、
きゃんぷOSAKA
より興味を持ってもらえる内容、紙面づくりを目指したい。特に団体などに係わらず、
若年層の個人会員が行なっている活動も取り上げる機会を持ちたい。
●野外まめ知識のまとめ
今まで会員向けに掲載してきた「野外まめ知識」をまとめて再編集し、
ブックレットをつくり、会員を中心に様々
な指導者に配布できればと考えている。

流星群の観察

大阪府立青少年海洋センター
武村 尚史（広報部会）

キャンプの夜のプログラムの定番といえば、キャンプファイヤーですが、キャンプで使用する山や
海辺近くは、比較的外部からの明かりが少ない場所なので星空の観察にも適しています。
中でも、夜空を見上げていて感動するのが、流れ星ですよね。パーッと光って一瞬で消えますが、
見たときは、何か良いことがありそうな気がします。
その流れ星が多く見られる日があります。それは、流星群が起きる時期です。毎年同じ時期に起き
るものを「定常群」と呼び、規則に基づき、放射点の星座の名前をつけて呼ばれています。2009年に
国際天文学連合が６４の流星群の公式名を決定しました。小規模な物を含めると１年中見られます。

おもな流 星 群

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

部会長
大阪府青少年活動財団

広報部会

近年の少子化はキャンプ場の運営にも影響を及ぼしています。また、いじめなどの人間関係に関する問題点は、
キャンプにおける交流プログラムの重要性を指摘しています。スポーツチームのチーム作りにもキャンプが活用
されるようになってきました。キャンプは、社会で起こっている様々な出来事と関わり合って存在しています。
別のとらえ方をすると、
そのような出来事に関わり合える “力”を持っていると言えます。キャンプが持つそんな“力”
を最大限活用して、様々な問題と関わることでキャンプの存在価値や重要性
が高まるのではないかと考えています。そんな考えを持てる視野の広い指導
者養成を進めることができればと思います。
＜新たな取り組み例＞
●
「CD 塾」の研修内容を広報等を用いてPRし、若手指導者の発掘の材料に
したい。
●指導者養成よりも「交流」を主な目的にした気軽に日帰りなどで参加でき
CD 塾
る事業を実施する。

枠にとらわれない新たな発想で！

連携事業部会

この度、新しい専門委員の方々がたくさん加わって、専門委員会が新たに生まれ変わりました。
これから各部会がどのような考えで、どんなことに取り組んでいくのか、各部会長さんに聞いてみました！

★太字は３大流星群 ※１ 各機関や団体によって違いがあります。 ※２ 年により１日程度前後します。

倉敷科学センターHPより
２０１１．
８．
１３撮影 ペルセウス座流星群

流星群の名前

しぶんぎ座

こと座

ペルセウス座

オリオン座

しし座

ふたご座

活動期間 ※１

１月１日〜７日

４月１６日〜２５日

７月１７日〜８月２４日

１０月２日〜１１月７日

１１月１０日〜２３日

１２月７日〜１７日

ピーク日 ※２

１月４日

４月２２日

８月１３日

１０月２１日

１１月１８日

１２月１４日

５
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大阪府キャンプ協会（ユースサービス大阪内） TEL 06-6561-7800
リスクマネジメントセミナー in 関西

アウトドアチャレンジ 野外力検定

自然の恵みに感謝し、望み、祈る秋！ セレンディピィティ（Serendipity）を求めて
収 穫の秋！ この季 節に、主に穀 物の収 穫を喜び、
感謝する秋祭りが各地で行われますが、心から収穫を
感謝している人々のことを想い起したいのです。秋祭り
では、収穫を生業とする人々が、喜びのパフォーマンス
と共に、「秋の収穫に感謝します。次の収穫に向かって、
人間の力が及ばない自然の恵みを享受させてください。
そして、自分たちに託された業に力を注ぎます。
」という
ふうに祈ります。この信仰心は、人間の想像が及ばない
力に対する畏敬の念であり、目標に向かって歩むという
厳しい覚悟を表しています。
このような人の姿に尊厳の気持ちを覚えながらも、
これは「セレンディピィティなのでは」と思い浮かび
ました。このセレンディピィティは、
「偶然または聡明さ
によって、予期しない幸運に出会う能力」という意味で、
「セレンディップ（セイロン）の三人の王子」というお伽話
が 語 源です。主 人 公の三 人の王 子が
偶 然にも鋭い洞察力によって困難から
逃れて、幸せに暮らしたという話から、

ポ ラリス

セレンディピィティという言葉が生まれました。私たち
は、幸運に出会うことを望みますが、どのようにして、
その能力を身につけるのでしょうか。
収穫する人々は、まさに幸運に出会う力を探し求めて
いるように思えます。その行いは、毎日、自然の姿を
深い洞察力と感受性で見つめ続け、厳しい作業に立ち
向かい、自然への畏敬と感謝をもって自分の希望に
向かうことができるように祈ることです。そして、収穫
という幸運に出会うのです。
私たちは、夏のキャンプを終え、来年の夏に向かって
歩みます。この秋に、次のキャンプでの幸運に出会う力
を探し求めるならば、自然と人を深く見つめて、新しく
出会い、気づき、学び、そして、私たち一人ひとりの
希望を明らかにして、
「その希望に向かって歩む
ことができますように」と祈り続けることが
求められています。

キャンプへの思い

豊かな表情を
育むキャンプ
公益財団法人大阪YWCA

なかまのわ
特定非営利活動法人キャンピズ

中村 舞

子どもたちと遊ぶのが大好き！
外で体を動かすのが大好き！
そんな私でしたが、初めて子どもたちとキャンプに
行ったのは今年の3月でした。そんな私は今、野外
キャンプに魅了されています。
大阪YWCA青少年部のリーダーとして、
そして、
4月からはスタッフとしてキャンプに参加してきま
した。その中で感じることは、キャンプ中に子ども
たちの顔つきがどんどん変わってくる！ということ
です。3日間の短いキャンプであっても、子どもたち
が思いっきり遊び、一生懸命考えて動き、
グループ
のみんなと話し合い、時には喧嘩をし、悪ふざけを
する、
そんな一瞬一瞬が詰まっています。その時間
を過ごした子どもたちは明らかに3日前の姿とは
違って見えます。表現豊かに周りの子どもたちや
リーダーと接し、少し大人っぽくなったように見え
ます。そんな子どもたちの成長を見られるキャンプ
が大好きになりました。
私のキャンプ歴はまだまだ浅いですが、
これから
も子どもたちが表情豊かに、色々な体験ができる
キャンプ作りをしていきたいと思っています。

畠中 稔生

私が所属するキャンピズは、
「年齢・性別・障がい
の有無を問わず、全ての人が活動を通じてお互い
を理解し合い、共に生きる」
ことを目的に、
さまざま
なキャンプ活動を行っています。
様々な個性や特徴を持つ人たちと、
キャンプを通じて行う共同生活。
その中で徐々にお互いを理解し合い、
共に生きることが出来る環境は、
私にとってとても居心地が良いものでした。その環境は、キャンプに
携わる人々が、
自分に出来ることや役割に気付き、挑戦を積み重ねた
からこそ生まれたのだと思います。大学生時代にそうやって共にキャ
ンプをした
「仲間」
は、
私にとってかけがえの無い存在となっています。
大学院生となった今も、私はキャンプディレクターとしてキャンプ
に関わることが出来ています。
ひとつ心寂しいのは、大学を卒業した
仲間のほとんどが、
それぞれに思いを持ちながらも、
キャンプから遠ざ
かってしまう現状です。学生を終えると、一般社会的な役割は変化
します。
それはキャンプも同じで、学生時代のように色んなキャンプを
することは難しいかもしれません。
しかし、キャンプへの思いがある
以上、卒業したからこそ出来る役割があると思います。
多くの人々が関わり続けることで、
年輪が積み重なるようにキャンプ
の和がどんどん大きくなってゆく。
キャンプがつくる
「なかまのわ」が、
たくさんの人々を繋げ、共に生きる土台となる。
そういった素晴らしい
未来に向け、少しでも力になれるよう、今後もキャンプに携わって
いきたいと思います。
OSAKA CAMPING ASSOCIATION

業

その力が災害の予知や避難、
復興活動
子どもたちに外に出て遊ぶ楽しさを知ってほしい、そんな思いか 「キャンプ力とは？」また、
らつくられた「野外力検定」
（今年２回目）。実行委員会に大阪府 などにどのように生かせるかを実体験を聞きながら考えます。
キャンプ協会も協力し、
「重さドンピシャ」を担当します。
（日）
13時〜19時（交流会18時）
日
時 2012年12月9日
日
時 2012年11月4日（日）①10：00 〜12：00 ②13：30 〜15：30
（大阪府立男女共同参画
・青少年センター）
会
場 ドーンセンター
会
場 鶴見緑地公園大芝生広場
基調講演 「災害のリスクに応えるキャンプ力
○対象：小４〜６年 ○参加費：３００円
ー東日本大震災の復興活動を通して見えたことー」
主
催 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟
池田 勝一氏（元 盛岡ＹＭＣＡ宮古ボランティアセンター長、
主
管 アウトドアチャレンジ大阪府実行委員会
現 堺市立五箇荘小学校長）

キャンプディレクター２級養成講習会（ＰＤコース）
講
演 「キャンプで育つキャンプ力とは？」
甲斐 知彦氏（関西学院大学教授）
日
程 2013年2月9日（土）〜11日（月・祝）2泊3日
会
場 吉野宮滝野外学校（奈良県吉野郡吉野町宮滝101-1） そ の 他 提言・事故事例報告・グループ別情報交換・交流会 など
事前レポート 講習会前に日本キャンプ協会提供の教材で自主学習し、 参 加 費 一般3,000円・学生1,000円（交流会費含む）
レポートを提出します。
※詳細につきましてはHP等でお知らせいたします。
集合講習 プログラムディレクター（PD）に必要とされる指導技術、
キャンプの企画・運営・評価の方法などを講習・実習します。 予 告 関西野外活動ミーティング2013
※最終日に終了試験を実施します。

日
会

参 加 費 36,000円 ○定員：30人
対
象 ●キャンプインストラクター資格をお持ちの方

時
場

UC対象事

※詳細は決まり次第ＨＰで、
また次回冬号でもお知らせします。

【20歳以上】 ●受講要件を満たした方（詳しくはお問い合わせください）

今年度も３つのコースを
開催！基礎から学びたい方
日程
スキルアップを目指す方
や、
まで少人数での講習で、楽し
く＆しっかり学べます。様々
な団体とのネットワーク 会場
作りにも絶好の機会です。
施設や団体の指導者の皆さ 定員
んもぜひ、
ご参加下さい！ 参加費

A コース
理論①
理論②
実習
理論
実習

業

B
2013年3月3日（日）
ドーンセンター（府立男女共同参画・青少年センター）

ユースサービス大阪（財団法人大阪府青少年活動財団）TEL 06-6561-7800

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…

BUC対象事

キャンプ指導者講習会

B コース

C コース

１月22日（火）19〜21時
2月5日（火）19〜21時
2月12日（火）19〜21時
１月24日（木）19〜21時
2月7日（木）19〜21時
2月14日（木）19〜21時
１月26日（土）
〜 27日
（日） 2月9日（土）〜 10日
（日） 2月16日（土）〜 17日
（日）
大阪市立浪速区民センター会議室（地下鉄千日前線「桜川」駅から南へ300ｍ）
吉野宮滝野外学校（奈良県吉野郡吉野町宮滝101-1）
各コース 15名（最少催行５名）
各コース 15,000円（学生8,000円）

※各コース共、希望者は「キャンプインストラクター」資格取得、
「CONEリーダー」
（自然体験活動指導者）の登録ができます。
（別途費用が必要となります）

NPO法人キャンピズ ２０１２年度 大阪市市民活動推進基金助成事業「障がい児・者余暇支援の輪を広げようプロジェクト」
日 時 【研修会①】11月11日（日）10：00 〜 12：00 【研修会②】12月9日（日）10：00 〜 12：00
「発達障がいのある人の余暇（野外）
「発達障がいのある人の成長を支える余暇
テーマ
活動支援の意味と可能性について」
（野外）活動支援の工夫」
福田 年之氏
若野 貴司氏（公益財団法人そらぷちキッズキャンプ
講 師
（朝日新聞厚生文化事業団）ら
プログラムディレクター）ら
吹田市自然体験交流センター（わくわくの郷） ①②両日共 ※1回のみの参加も可能
場 所
1回ごとに500円（当日受付でお支払いいただきます）
参加費
NPO法人キャンピズ
E-MAIL
：campwith@onp.or.jp TEL &FAX：06-4804-1148 HP：http://campwith.jp/index.html
問合わせ

全国のモンベルストアへ、ぜひお立ち寄りください！

キャンプ、登山、カヌーなどのアウトドア用品は、
機能的なアイテムが豊富に揃う
モンベル直営店「モンベルストア」へ。

ALBi大阪駅店

大阪市北区梅田3-2-135 ALBi
TEL/06-6346-7544

大阪鶴見店

大阪市鶴見区茨田大宮 2-7-70
三井アウトレットパーク大阪鶴見 4階
TEL/06-6912-3400

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

天王寺MIO店

大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO 8階
TEL/06-6770-1282

箕面店

大阪府箕面市西宿 1-17-22
箕面マーケットパークヴィソラEAST1-2階
TEL/072-749-5358
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キャンプでい
ろんな
冒険しよう！
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平成24年10月15日

キャンプで街づくり「リーダー養成のサイクル」
大阪府キャンプ協会理事・茨木市青少年野外活動センター所長

青少年のためのキャンプ場は野外生活を体験
するだけの場ではなく、学び・健全な育成の場
としての役割を担っている。利用者は、各年齢に
応じた課題を含むキャンプに参加し、キャンプ
カウンセラーから自然体験・生活体験の指導を
受け、仲間作りを学び、目標となる青年像を感じ
取る。このような経験を重ねた子どもが大学生
になり、自分自身の体験や感動を元に次代の
子どもを育て、街づくりを行う「キャンプ育ち
のリーダーサイクル」を茨木市青少年野外活動
センターでは実践している。
「ただいま！」から始まるキャンプ。

「ただいまー！」
の大声に振り返ると、
数名の高校
生が大きなカバンを担いで本館に集まって来た。
約一年ぶりの再会に、こちらも大声で「おかえ
り！！」
と返す。
茨木市の
「リーダー養成キャンプ」
では当たり前の光景だ。ふるさとに帰ってきた
様な、中・高校生の「ただいま！」からキャンプが
始まる。
リーダー養成キャンプは、
1965年
（キャンプ場
開設10年前）に高槻市摂津峡のキャンプ場で
実施した、40人程のこども会キャンプをベース
とし、1967年に大阪府立総合青少年野外活動
センターで行った「こども会リーダー養成キャ
ンプ」を経て現在の「ジュニアリーダー研修会」
に至る。
「ジュニアリーダー研修会」は市内の６年生
の、10人に１人が参加する3泊4日のキャンプを
含めた、
年3回の研修会である。そして中学1年
生になり希望者が５泊６日の「中学生リーダー
キャンプ」に参加する。さらに、3泊4日の「高校
生 リ ー ダ ー キ ャ ン プ 」、そ し て 大 学 生 に な り
キャンプカウンセラーになる。キャンプカウン
セラーは経験を十分に生かし後輩のジュニアや

事務局日誌
■７月１７日
（火） 広報部会 （事務局）
■７月２２日
（日） 近畿ブロック事務局会議
（アパホテル肥後橋駅前）
■９月 ４日
（火） 部会長会議（事務局）
■９月２０日
（木） 専門委員会（事務局）
■９月２４日
（月） ＣＤ塾④（大阪南YMCA）
■１０月１日
（月） 常任理事会（事務局）

キャンプカウンセラーの60％が
「元キャンパー」

当センターは、茨木市の最北端、北摂山系の標高
500ｍにある豊かな自然に恵まれた38万㎡の
キャンプ場で、市内中心部から車で約1時間で
到着できる。このため、市民は、幼児期から安心
してキャンプ体験をスタートさせ、生涯を通じ
て楽しめる。運営はキャンプカウンセラーを
経験した市職員が指導の中心となり、約70人
の大学生キャンプカウンセラーが専属リー
ダーとなり行っている。キャンプカウンセラー
は、グループカウンセラーとして、キャンプ場を
訪れる青少年と24時間、生活を共にし＜協力・
友愛・奉仕＞の心を伝え育てている。キャンプ
カウンセラーのうちの約60％が、リーダー養成
キャンプ等に参加した
「元キャンパー」
であること
は、
大きな特徴であろう。
基本にしているキャンプは、1泊2日のこども
会キャンプである。
初めて親から離れて宿泊する
ことが多い小学3年生〜6年生までの児童に
「キャンプって楽しい！」
と感じてもらう。
そして
6年生になり、3泊4日の「ジュニアリーダー研修
会」に参加し、楽しくて頼もしいキャンプカウン
セラーに憧れを抱きながら中学生になる。
※次回は社会人まで継続する中学生・高校生
リーダー養成キャンプを紹介します。

編集後記
キャンプが中高生のひと夏の思い出
に残れば、
きっとおとなになって
戻ってきてくれるでしょう。
（小柳）
今は種を捲く時です。
編集：大阪府キャンプ協会 広報部会
武村尚史、小柳敬明、坂谷恵司、
津田晃男、中村舞、藤田歩美
※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。

編 集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

〒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.or.jp

山内 得世

中学生、高校生リーダーの指導を担う。さらに
特 徴 的 な の は 、卒 業 後 も 地 域 社 会 の「 社 会 人
リーダー」となりＰＴＡや自治会役員等で活躍
していることだ。
子どもたちを引率してキャンプ
場まで帰ってくる卒業生も多い。
当センターでは、半世紀をかけて、このよう
な「リーダーサイクル」を創りあげてきた。今年
もキャンプ場で響く、元気な「ただいま！」の声
を生み出している源である。
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中高生のキャンプ特集！！
！
みんなの 秘密基地 キャンプ！

作ろう！

枚方市
野外活動
センター

8 月１４日（火）〜１７日（金）の３泊４日『作ろう！みんなの秘密基地キャンプ！！』をテーマに
中学生６人、高校生４人の参加者と共に枚方市野外活動センターにて秘密基地作りキャンプ！！
１日目、今年は大雨の影響で集合・開始時間が午後からとなりました。穂谷のバス停に集合し、不安と
期待を胸にキャンプ場を目指しました。キャンプ場では、
『アイスブレイク』でお互いの名前を確認し合い
ながら緊張をほぐしていきました。その後、今回のキャンプ中のユニフォーム（つなぎ）にペンキで名前を
書いたり、
『 旗作り』で、今回のキャンプでの目標をそれぞれ書き込み、その旗を掲げキャンプを見守って
もらいました。夜はカレーをみんなで作り、秘密基地の設計を行い明日への士気を高めていきました。
２日目、本格的に秘密基地作りの開始でした。昨日の設計を基地作りの現場を見ながら見直し、みんな
で意見を出し合いそれぞれがどの作業をするかの分担も参加者主体で行いました。作業分担を決める中で
自分の考えている事を言葉にして仲間に伝えることが出来ていて、初日より
みんなの距離が近くなっているように思えました。基地を作るのに何がどの
秘密基地に作ったブランコ
。
くらい必 要なのかも考え、材 料の調 達も含めみんなで取り掛かりました。 作るのも遊ぶのもみんなで！
もちろん今回のキャンプのユニフォームのつなぎを着ての作業でした。
お昼も
自炊でご飯を作り午後からの作業のために英気を養っていました。午後から
も作業に取り掛かり、机やイスを作ったり小
みんなで掘った落とし穴！
屋やブランコを作ったりと秘密基地完成に向
すっごく深くまで掘ったので
けて一致団結して頑張りました。この日も夜
地面の中からハイチーズ！
は自炊を行いました。その後、焚き火を囲み
ながら簡単なゲームをして交流を深めたり、
２日間の楽しかった事や明日の秘密基地完成
に向けての意気込みを語り合いました。
３日目、昨日からの作業に引き続いて秘密
基地完成に向けてのラストスパート！午後には小屋やブランコ、机やイスも
全て完 成し、小 屋には「コロゾウ」と愛 称をつけました。コロゾウの入り
口付近には落とし穴も掘っており、その深さはなんと２ｍ弱！「侵入者を
防ぐんだ！」
と意気込んでいましたが、最後は安全管理上参加者と一緒に
穴を埋めなおしました。それでもみんなで協力してあんなに深い穴を掘る
ことが出来たんだと満足げでした。夜はみんなで鍋パーティーをした後、
秘密基地でおそろいのつなぎを
最後の夜のお楽しみ、キャンプファイアー！今回は秘密基地完成を祝って
着て旗を囲んで記念撮影！
のファイアーで大いに盛り上がり夜も更けていきました。
一生の思い出だよ！
４日目、朝から完 成した秘 密 基 地の装 飾を施し、基 地の名 前を『ツナ
コレ会場』
と命名し、看板を立てました。キャンプの締めくくりは４日間着
続けたつなぎにみんなでサインし合い、みんなの事をこれからも見守って
くれるようにキャンプの旗を掲げてキャンプを終えました。
今回のキャンプでは、みんなで協力し合って一つのものを創りあげたい
と言う思いを込めて行われました。ひとつの事をみんなでやり遂げる中
でお互いが思いやり、大変な作業も協力し合いながら楽しむ事も忘れない。
それが出来た仲間だからこそのとっても楽しいキャンプとなりました。
枚方市野外活動センター
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大北 祐甫

