
 震 災 の ま ち 、 南 三 陸 町 へ

　「実際に見てみると、想像以上の津波の力だった」「報道から入る情
報は断片的で、足を運んでみないとわからないのだと実感した」
　アジア協会アジア友の会が現在、月に一度開催している『南三陸を
訪れる復興スタディツアー』に参加された方々の感想だ。
　本会は、震災以降、緊急支援から復興支援までずっと南三陸町の
人と一緒に活動してきた。当時は、ボランティアを募集して、炊き出し
のプログラムを行っていたが、震災から1000日が過ぎ、今は、現地に
足を運んでもらい、実状を伝えるツアーを開催し、そのコーディネー
トをしている。
　戦後70年に近づこうとしている今、当時の様子を語れるのは、ごく

一部の人に限られてきている。たとえば、70年とは言わないが、震災から20年後にどれだけの人が、東日本大
震災のことを自分の言葉で語ることができるだろうか。
　報道で見聞きしたことはあるだろう。しかし、実際に津波が襲った現場に立ち、被害の大きさと、必死で生き
る人たちのことを語り継ぐことは、2011年に存在した私たちの役目なのではないだろうか。
　ツアーでは、地元の方のお話を聞きながら防災対策庁舎で献花をしたり、南三陸町を襲った津波の様子の
映像を見たり、地元の人との交流や、復興支援で完成した直売所
「みなさん館」や味噌工房などの施設を訪問したりする。
　また、東北の良いところも知ってもらうべく、地元で採れた旬の海
産物・農産物を味わったり、温泉や観光地も訪れたりする1泊2日の
盛りだくさんのプログラム。
　これまでに、50人を超える方が参加した。それぞれに、「被災地で
生きる人たちを応援すると共に、これからも見守っていきたい」と話し
てくれる。
　これからも、関西と東北、つなぐ役割を担っていきたい。

　　　 ①1月25日(土)～26日(日)　② 2月15日(土)～16日(日)　③3月8日(土)～9日(日)
　　　 各回 22,800円
　　　 仙台 → 南三陸 → 気仙沼 → 一関 → 平泉 → 仙台
仙台駅 集合解散、1泊2食、現地交通費、プログラム費、支援費含む 地元の方のお話（津波からの南三陸の歩み）有り
※往復航空券の手配が必要な場合、お問い合わせください。
※季節に応じて、内容が多少異なる場合があります。
※上記日程からお選びください。詳細は、アジア協会アジア友の会まで ☎06-6444-0587

公益社団法人アジア協会アジア友の会 プロジェクトコーディネーター　松井 聡子
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南三陸のまち。中央が防災対策庁舎。
現在、土地のかさ上げ工事がはじまっている。

復興支援で建てられた味噌工房で、
地元の方からお話を聞く。

～ 南 三 陸 を 訪 れ る 復 興 ス タ デ ィ ツ ア ー ～
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キャンプには
素敵な出会いがあるね！

　　 
　　 

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、藤田歩美

※ご意見・ご希望がありましたら事務局まで
　お寄せください。

編 集 後 記

　

今しか見れない、自然の不思議がいっぱい。

暖かくして、外へ飛び出そう！

事務局日誌

　大阪府キャンプ協会理事/大阪府立少年自然の家 所長/元新大阪ユースホステル マネージャー　滝口 憲治

（武村）

きゃんぷＯＳＡＫＡ発送・
次号編集会議広報部会（事務局）
専門委員会（事務局）
アウトドアチャレンジ実行委員会
（ボーイスカウト大阪）
リスクマネジメントセミナー実行委員会
（関西テレビ）
リスクマネジメントセミナー（ドーンセンター）
関西野外活動ミィーティング2014実行委員会

■10月15日（火）

■11月  6日（水）
■11月18日（月）

■11月19日（火）
 
■12月  8日（日）
■12月12日（木）

野外活動・キャンピング活動の国際化にむけてⅡ
　日本のキャンピングの世界では、ボーイスカ
ウトなど一部の団体を除いて、まだまだ外国人
のキャンプを受け入れる段階には至っていない
ように思われます。実はほんの30年前までは
旅行・観光業界でもそうでした。外国人が行く
所といえば日光や京都ぐらいで、地方では外国
人旅行者の姿を見ることはマレでした。ところ
が今日は地方の都市や観光地にも多くの外国
人が訪れるようになり、旅館・ホテルでは混乱
と試行錯誤を繰り返しながら、ようやく外国人
受け入れのノウハウが確立された感があります。
同じことがこれから日本のキャンピングの世界
にも訪れることは必然のように思います。
　日本を訪れる外国人に、日本で何がしたいか
という調査をJATA（日本旅行業協会）がとって
います。それによると初めて日本を訪れる人
は、1位が日本食を食べること、2位が繁華街の
街歩き、3位が自然景勝地の観光、という結果で
した。ところが次に訪れる時には何がしたいか
と聞くと、1位の日本食は不変ながら、2位に
温泉に入りたい、3位にショッピングが入り、より
体験的なものに関心が移っています。また3位
以下でも文化体験や生活体験に対する関心が
高まっていくことを示しています。これは日本
人が海外旅行をする時、イタリアでは本場の
パスタとワインを味わいたい、NYに滞在する
ならミュージカルを楽しみたいというのと同じ
で、わざわざ遠い国に来たんだから、その国で
しか味わえないものを体感したいという自然
な感覚だと思われます。
　ただ外国人といってもアジアと欧米では傾向
が異なります。アジアが短期周遊型でショッ
ピングや観光地巡りが主体なのに対し、欧米と
オセアニアは長期滞在型で自然環境への関心
が高くアクティブな活動を好む傾向があります。
これらの国民性や傾向を加味しながら、プログ

ラム作りや施設づくりをしていく必要があり
ます。
　海外からのキャンパーを受け入れるにあ
たっての心配事は、衣食住とりわけ生活習慣の
違いと食事が上げられます。一般的に海外から
の方は時間の観念がおおらかです。日本式に
きちっきちっと時間通りには進みませんし、
朝にシャワーを浴びたいというニーズも高い
ですし、消灯や門限をどうするかというのもあ
ります。ベジタリアンやイスラム教徒のための
食材への対応も必要です。野外炊さんの定番で
あるカレーも、海外では決して一般的ではあり
ませんから、メニュー内容にもフレキシブルさ
が求められるでしょう。また日本食に対する
ニーズも高いことから、食堂メニューについて
も工夫が求められるでしょう。
　日本のキャンプは主として日本人を対象に、
日本人向けに発展してきました。しかし海外
からのキャンパーを受け入れることは、そこに
従来とは違った視点が求められます。海外から
のニーズにも応える形で日本文化を取り入れた
キャンプの開発が急務であると考えられます。
　キャンプ地周辺に広がる原風景、農家や
田園、商店、寺社、祭りをはじめとした年中行事、
伝統工芸、そして外国人に人気の高い温泉など、
私達の周辺には様々な素材が埋もれています。
それらをもっとキャンプに取り入れていくため
には、地域のネットワークをフル活用しなくて
はなりません。国際化とは決
して英語を話すとか、施設内
の表記にユニバーサルデザ
インを取り込んでいくとい
うことだけではなく、日本
の良さを再発見し、それをプ
ログラム化していくことで
もあるのです。

OSAKA CAMPING ASSOCIATION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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直火鶏

石釜で焼くピザ

冬至点
（黄経270度）

黄道

天の赤道
秋分点（黄経180度）

天底（天の南極）

春分点（黄経0度）

地球

夏至点
（黄経90度）

天球

天頂（天の北極）

黄道傾斜角

新企画
「たき火カフェ」
が好評です

んえちうよの海

　今では落ち葉でたき火することなど、街の生活ではかなわない夢の一つとなり
ました。千刈キャンプがある兵庫県三田市でも、市街地やニュータウンなどでは
祭りなどの特別な機会を除けば、たき火はできません。気が付けば、普段の生活
で「ホンモノの火」を囲むチャンスはとても少なくなりました。
　一方で、私たちが仕事場とするキャンプ場は、その火が使える数少ない場所。
そして、そのキャンプ場は夏がシーズンで、冬はどうしても利用団体も少なく
なりがちです。
　そこで、たき火の暖かさやゆったりと火を囲んで食事を作り一緒に食べる楽し
さを、ご家族で味わってもらおうと、日帰りプログラム「たき火カフェ」をこの秋
から始めました。
　メニューはダッチオーブン、直火であぶる肉料理、石釜で焼くピザなど。千刈
キャンプのプロスタッフが自ら切り開いたサイトでプログラムを行います。料理
以外にも、コーヒーを飲みながら、ハンモックやクラフトなど森の時間をゆったり
と楽しむプログラムもあり、子どもだけでなく、大人の方々からも大好評をいた

だいています。
　本格的なアウトドア料理が気軽に体験できる大学施設と
しても、「たき火カフェ」がテレビや新聞で取り上げられま
した。冬の楽しみを知ってもらえただけでなく、千刈キャンプ
の新しい魅力を地域に提案することができました。続編を期待
する声も多く、新たに「たき火キャンプ」をラインナップに
追加。秋冬を中心に、「たき火」プログラムを今後も開催して
いく予定です。

関西学院千刈キャンプ　益田 博

大阪府立少年自然の家 事業企画課　森 百合香

大阪府立青少年海洋センター
（NPO法人 ナック）
今村 佳代

　感受性豊かな幼児期に、海で
の感動体験を！と、12月8日
（日）に海洋センター2回目と
なる『海のようちえん』を開催しま
した。寒空の下、元気に活動を
行ったのは4～6歳の年中・年長
組の子どもたち19名です。この
日はビーチコーミングと焼き

いもをメインに活動を行いました。
　午前中に砂浜へ行き、好きな宝物（貝がらなど）を拾い
ます。貝がらを拾っては『ツバメの羽』や『人魚の足』
など、色々なものに例えて教えてくれる子どもたち。幼児
期ならではの視点と感性に、驚くばかりでした。そして
見つけた宝物は貝がらだけでなく、カニのハサミ、イカ
の骨、ヒトデ、流木、くるみなど様々。他にも色とりどり
のプラスチックなどがあり、「これは生き物かな？」と
子どもたちに問いかけると、生き物じゃないという言葉
の後、「お魚が死んじゃう、かわいそう」「ゴミ箱に捨て
なきゃ」など、たくさんの意見を返してくれました。

　たくさんの発見があった砂浜活動の後は、焼きいも
の準備とお昼ごはんのカレータイム。午後からは午前
中に集めた宝物でフォトフレーム作りをしました。コルク
ボードに拾った宝物を貼り付け、クレヨンで絵を描き、
細い枠に小さな貝がらを器用にくっつけ、最後に
グループ写真を貼って完成です。1日の思い出が詰まっ
た作品に、子どもたちはとても満足げでした。最後に
アツアツの焼き芋を食べて、この日の活動は終了です。
活動後にはたくさんの「またね～！」の声をもらい
ました。この海のようちえんが
自然と触れ合える場となり、参加
した子どもたちの成長に良い形
での影響になると信じて、これ
からも活動を続けてい
きたいと思います。

宝物探しに
夢中♪

できた！！

おいしい！

　１年で、一番日が長い日は、夏至（Ｈ26．6.21）一番短い日は冬
至（H26．12．22）ですよね。でも、最も早い日の出、日の入りの
日と、最も遅い日の出、日の入りの日なの？
　違います。
　日本では、最も早い日の出は、夏至より1週間ほど前。日の入り
は、冬至より半月ほど前。最も遅い日の出は、冬至より半月ほど
後。日の入りは、夏至より１週間ほど後。
　では、なぜこのような事が起こるのでしょうか？
　定気法の「二十四節気」は、天の赤道と黄道の交点「春分点」を０°とし、太陽が黄道上の特定の度を通過する日を
節気としています。　「夏至点」９０° 「秋分点」１８０° 「冬至点」２７０°
　しかし、地球と太陽の関係は単純ではありません。

大阪府立青少年海洋センター　武村 尚史（広報部会）

ᣣߩᣣߩࠅ

地球の軌道が楕円形のため、公転の速度が太陽に近い時は速く、遠い時は遅くなる。
地球から見た太陽の動く速度が変化するため。

天の赤道に対し黄道傾斜角は、約２３度26分傾いている。
公転、自転が一定の距離・速度であっても、太陽が出入りする、時間・方角のずれが生じるため。

　おもに、この２点が大きく影響しているのです。

理 由
その１

理 由
その2

ハイキングナイト和泉葛城山大阪府立
少年自然の家主催

　ウォーキングやハイキングのイベ
ント紹介は、最近よく目にするよう
になりましたが、少年自然の家でも
今年新たに「ナイトハイキング」と
いうユニークなイベントを行ない
ました。
　今回、大阪府と和歌山県にまたがる和泉
葛城山（標高858m）に、42人の参加者で
挑みました。14時半ごろに自然の家を
出発し、約6㎞の道のりをみんなで登ります。
　今回のおすすめは山頂から一望できる
大阪湾の夜景。山頂には早い人で17時頃
到着し、夕焼けから夜景への移り変わりを
楽しみながら、持参した夕食と自然の家で
用意した豚汁をいただきました。その頃
には周りは真っ暗！いよいよナイトハイキング
のスタートです。各自、頭にヘッドライトを
装着し、夜の道を歩きます。街灯もなく、両側
には森の木々がざわめく一本の道。ヘッド
ライトの明かりでさえも、奥までは届かず、

木々の奥には闇が広がっています。
一人では不安な夜道ですが、周りに
みんながいるから大丈夫！子どもたち
からは気を紛らわせるための元気な
歌声が聞こえてきます。みんなで支え
あいながら、自然の家に21時過ぎに

無事到着できました。
　このイベントの特徴として、ハイキング
のみの日帰りコースと、その日自然の家に
1泊する宿泊コースの2コースを用意しま
した。宿泊コースでは下山後に懇親会を
行ない、参加者同士の交流や情報交換の
場として大いに盛り上がりました。
　大阪府立少年自然の家では、家族や子
どもだけでなく、一般の方にもご参加いた
だけるイベントを数多く実施しています。
自然と人とを結び、自然の楽しさ、大切さ、
時には怖さを学べるようなイベントを今後
も実施していきたいと考えています。

緑豊かな和泉葛城
山。

横には天然記念物
の

ブナ林が広がりま
す。

帰り道は真っ暗！
ヘッドライトで
夜道を照らして進もう！

42名、みんなで
山頂まで登るぞ！！

11月16日
　　　～17日

土

日

OSAKA CAMPING ASSOCIATIONOSAKA CAMPING ASSOCIATION
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大阪府キャンプ協会会長
錦織 一郎

仲 間 と
に共プンキャ
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人々に手を差し伸べることが「正義に適う」と表現する物語
を創らせたのです。優しさや思いやりを行いとして、泣いて
いる子どもたちを笑顔に変えてくれる「アンパンマン」は、
やなせさんの心根から生まれた平和を希求するお話なので、
わたしたちには穏やかさと安心感が溢れてくるのです。
　キャンプ活動を通して、世の中に笑顔を生み出そうとして
いる私たちに、「なんのために生まれて なにをして生きる
のか こたえられないなんて そんなのはいやだ」（アンパン
マンのマーチより）という問いが投げかけられているよう
です。そして、教育的な組織キャンプが始まったころから語り
あってきたように、「あなたは誰
ですか。あなたの使命は何です
か。なぜキャンプをするのですか。
どのように愛を行うのですか。」と
いうことに応答し、議論し、受け
容れあい、新しくされるキャンプ
仲間でありたいのです。

　これは「アンパンマンのマーチ」の一節です。多くの人たち
が絵本や映像を眼に浮かべることでしょう。私も、日曜日の
朝に放送されている「それいけ！アンパンマン」を何気なく
眺め、このマーチを聞いていることがあります。バイキンマン
も含めたキャラクターは憎めないし、自然の描写も豊かで、
笑顔でゆったりとした気持ちになれるのです。絵本が出版さ
れて以来、ほぼ40年間に亘って親しまれ、子どもや孫たち
に読み聞かせた人たちも合わせると、全ての世代の人々が
アンパンマンに親しみ、共感を覚えていることでしょう。
　アンパンマンの作者やなせたかしさんの遺志は、「おなか
がすいている人に手を差し伸べるのが、一番の正義。」という
ことでした。やなせさんは、軍隊に従事した時に、「正義」と
いう美名による行いが信じられない、ということを経験し、
「何が正しいのか」を追い求めてきました。また、第二次世界
大戦の戦中、戦後、日本で暮らす人々が食べられない状況
ほど辛いことはないと感じていました。このやなせさんの経験
と感性が、自分の顔であるアンパンを差し出し、困っている

「今を生きることで 熱いこころ燃える だから君はいくんだ ほほえんで」てずに直ちに戻るべきでした。頭ではわかっているもの
の、実際に辺りが真っ黄色になるほどのハチの大群に襲わ
れるとパニックになってしまったのです。
　また、スズメバチは丸い大きな巣をつくるとは限らず、土の
中や瓦礫の隙間にもつくることを知ってはいました。しかし、
木の洞の中につくることに注意が至りません⑨でした。
＊下線の数字が不注意に関すること。

　どんなケースワークも、どんなマニュアルも、実行していく
規範の遵守なくしては絵に描いた餅です。「救急セット」を忘れ
てしまう、わかっていても「まあこれぐらいいいだろう」と
置いてしまう、このことこそ最大のリスクといえます。自身で
決めたリスクマネジメントに対して、尊い規範として実行して
いくことこそが、最も大切なことだと私は考えます。

　志村誠治氏は基調講演で「リスクは存在するが、安全は
存在しない」と言われました。「研修を受けるだけやマニュ
アルを作って安住することが一番リスクである」とも言われ
ました。しかし、リスクマネジメント研修をしないことはもっと
危険です。せめて、一年に一度でも、キャンプ協会のこうした
研修の機会があり、リスクを意識することはとても大切なこと
と感謝しております。今後も是非に続けていきたい研修です。
　一つ言わせていただけるなら、今回は事例報告が多すぎた
と感じます。たくさんの事例を聞くことは参考になるでしょ
う。しかし、９本の事例報告を約２時間で聞くのは誠に惜しい
と思います。事例報告を聞き、なぜ事故が起きたのか、どんな
対応をしたのか、被害者や保護者対応はどうしたのか、それ
によって発生した二次的なことは何なのかなどを質疑やディ
スカッションする場があればよかったと私は思います。
　グループ交換会の場がありましたが、これも一人一言で
時間が終わってしまいました。基調講演・事例発表・交換会
と盛り沢山ですが、中身の精選と充実も必要と思います。
研修に於いて、過密は消化不良となることでしょう。研修の
大きな柱は何で、どんな視点を中心にワークショップを組む
か、今後の課題となる
ことでしょう。主催者の
皆様には、大変失礼な表現
ですが、ご苦労なことで
すが今後を期待します。

　スズメバチの被害は、男
性、特に中年男性が多いと
言われます。なぜ今回は、
若い女性2名と女子1名と
私がハチに刺されたので
しょうか。
　今回襲われた直接的な
原因は、帽子しかかぶって

いなく①て髪の毛を長く出していた②、手で払いのけ髪の毛
を振り回した③、ハチスプレーをそこら中に散布した④、
香料のシャンプーや石鹸を使っていた⑤等から、ハチの
攻撃本能を刺激したことによると思われます。
　私たちは、「研修の60％はリスク研修に割くべき。なんぼ歌
やゲームがうまくても、事故を起こしたら何にもならない」
と肝に命じ、大阪キャンプ協会のリスクマネジメント研修に
毎年参加してきました。当団体の研修でも、リスクマネジ
メントを柱にしてきていました。「リスクの要因（畠中彬氏
資料）」も熟読していました。その中の「①慣れ、②成功体験
（今回も大丈夫だと考えてしまう）、③知識不足、④情報
不足、⑤過密スケジュール」の全てがあったと言えるのです。
また今回の志村誠治さんの基調講演に「リスク研修を受け
ているだけで満足している」ということが、まさに当てはまり
ました。
　私たちは「ハッとミーティング」をしていること、毎年リスク
マネジメント研修に参加していることに安住し、受講を頭
だけの研修にしていたことを痛感します。
　「1慣れ2成功体験」 今回のデイキャンプのコースは、
年に何度も歩くコース。保育園児童とのジョイントのため、
登山ではなくハイキング感覚でした。装備の不十分さは顕著
です。救急セット・リムーバブルポイズン・タオル・水を持た
ない⑥、不装備（髪の毛をくくって出さない、いざという時の
ためのカッパを持っていない）⑦、チーフスタッフ全員が
地図を持たない・コースの確認をしていない、救急病院を
責任者しか知っていない⑧、など。香りのするシャンプーや
石鹸・日焼け止めクリームをつけている⑤。こうした石鹸
などは日常生活の中で普通に使っているものです。しかし、
スズメバチシーズンに山に入ろうと思ったら、無香料の石鹸
をその日は使う意識が必要でした。
　「3知識4情報の不足」 スズメバチに対する理解が不十分
でした。香料に引き寄せられ、巣に近づいた威嚇する偵察
ハチを、手で払い、髪の毛を振りほどいてかきむしり、ハチ
スプレーを散布した③④のです。ハチスプレーの成分が、
スズメバチの攻撃本能をさらに刺激したのです。偵察ハチが
近づいて来たら、巣に近づいてしまった自分に気づき、あわ

■ 規範の遵守

■ 研修会の課題

ポラリス キャンプへの思いキャンプへの思いポラリス 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…

　「一人ひとりを大切に」私がキャンプで大事に想うこと。
そしていつも自分が担当するキャンプの目標でもあります。
　これは、５０人のこどもたちのキャンプで４９人がキャ
ンプに参加して「よかった」ではなく、５０人が「よかった」
と感じるというだけのとてもシンプルなものです。特にこの
５０人目のこどもに「どうしたのかな？」「声をかけてみよう」
とそっと心を寄せることの出来る指導者でありたいと願って
います。「みんな楽しんでました！」から「○○くんの笑顔が
増えました。」そんな視点や姿勢の関わりの中での育みが
増えてくると素敵です。
　友達や仲間と関わる中で「認める」「認められる」が大切
なキャンプの世界。「みんな」と捉えるのではなく、「ひと
り」としてのキャンパー個々に様々なアプローチができれ
ばと感じています。

　私はキャンプと出会って8年ほどが経ちます。その8年間で感
じたもの、得たものは多くありますが、課題もたくさんあります。
　現代の社会はネットなどの進歩が急速に進み、情報にあふ
れた社会です。知ろうと思えば、パソコンやスマートフォンな
どですぐに調べることができ、やりたいこともTVゲームなどを
通してすぐに疑似体験ができます。
　しかし、本物の体験よりも情報や疑似体験が多くなりすぎる
ことで、少し冷たい世の中になってきているように感じます。
　私達が行っているキャンプなどの野外活動では、火の温か
さや川の水の冷たさ、夜の暗さ、暗いからこそ綺麗に見える星
空、朝の森の清々しさ、真夏に吹く風の涼しさを共に過ごす仲
間と共に五感を使って感じることができます。
　そういった、学校や塾では学ぶことができない「体験学習」
を様々な人々に理解してもらい、実施していくことが、これか
らの私達の課題なのではないかと想い活動を続けています。

桝井　智之
公益財団法人  大阪ＹＭＣＡ

“みんな”と“ひとり” 体験学習の可能性

NPO法人  ピープルアクティブライフ

中村　岳義

今回は、 事例発表者としてご参加いただいた松田寿春さんにご自身の事例と研修全般について、報告をいただきました。
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リスクマネジメントセミナー
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日 時
場 所
テーマ

参加者

：2013年12月8日（日）　　
：ドーンセンター（府立男女共同参画・青少年センター）
：安全マニュアルでキャンプの事故を防げるか？
 ～安全マニュアルの必要性、効果、内容を考える～
：115名

in 㑐
ႎ๔

松田　寿春
（豊能登山キャンプクラブ）

OSAKA CAMPING ASSOCIATION OSAKA CAMPING ASSOCIATION
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OSAKA CAMPING ASSOCIATION OSAKA CAMPING ASSOCIATION

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。

大阪鶴見店 箕面店

天王寺MIO店ALBi大阪駅店
大阪市北区梅田3-2-135 ALBi
TEL/06-6346-7544

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

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

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

▼  キャンプリーダーの条件

▼  キャンプリーダー募集の方法

▼  キャンプリーダーの待遇

▼  キャンプリーダーの育成方法

▼  キャンプリーダーに求めるもの

★社会人基礎力

▼  前に踏み出す力（主体性、働きかけ力、実行力）

▼  考え抜く力（課題発見力、計画力、想像力）

▼  チームで働く力（発信力、傾聴力、柔軟性、
　状況把握力、規律性、ストレスコントロール力）

キャンプ団体対象への質問項目（案）

キャンプリーダーへの質問項目（案）

　関西の野外活動・野外教育のさらなる普及・発展をめざして、
今回は異業種の方々のお話をうかがいます！皆さんの知恵を
持ちより、ワイワイ・ガヤガヤしませんか？

大阪府キャンプ協会（ユースサービス大阪内）TEL  06-6561-7800　http://osaka.camping.or.jp

大阪府青少年活動財団（ユースサービス大阪）TEL  06-6561-7800　http://www.yso.or.jp

　キャンプインストラクター資格をお持ちの皆さん、「プログラ
ムの企画・運営・評価方法」や「指導法」の知識・技術を学び、
視野を広げてステップアップしませんか？

春のキャンプ指導者講習会を今年も５月のGWに実施します！

日 程
会 場
事 前
レポート
講習・実習

参 加 費
定 員
対 象
【20歳以上】

キャンプディレクター２級養成講習会（ＰＤコース）

2014年2月7日（金）～9日（日）2泊3日
吉野宮滝野外学校（奈良県吉野郡吉野町宮滝101-1）
講習会前に日本キャンプ協会提供の教材で自主学
習し、レポートを提出します。
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。（16時間）　※最終日に修了試験を実施します。
36,000円
30人（最少催行人数10名）
●キャンプインストラクター資格をお持ちの方
●受講要件を満たした方（詳しくはお問い合わせください）

奈良と三重の県境「高見山」樹氷登山
日 程
対 象
実施場所
定 員
料 金
食 事
集 合
解 散
交通手段

2月2日（日）日帰り
小3～高3・家族
高見山（奈良県）
40名
7,800円
昼1
なんばOCAT 7時30分
なんばOCAT 18時頃
往復貸切バス

馬と触れ合おう！三木ホースキャンプ
3月26日（水）～3月27日（木） 1泊2日
小1～中3
三木ホースランドパーク
小1～小3 16名　　　 小4～中3 24名
小1～小3 19,800円　小4～中3 23,800円
朝1 昼2 夕1
なんばOCAT 9時30分
なんばOCAT 15時頃
往復貸切バス

スマスイお泊りとイルカにタッチ！
5月10日（土）～5月11日（日） 1泊2日
小3～小6
神戸市立須磨海浜水族園
48名
19,000円
朝昼夕各１
なんばOCAT 13時
なんばOCAT 14時30分頃
往復貸切バス

日 時
会 場
テーマ
講 師

参加費
主　催

関西野外活動ミーティング2014

2014年3月2日（日）10時30分～ 20時
ドーンセンター（府立男女共同参画・青少年センター）
キャンプに人を呼ぼう！  ～異業種から学ぶ集客の極意～
（株）モンベル 広報部課長 佐藤 和志 氏
高尾の森わくわくビレッジ 館長 諏訪 治邦 氏
一般：3,000円　学生：1,000円（交流会費含む）
関西野外活動ミーティング2014実行委員会

BUC対象事業

 TEL  0746-39-9136　http://www.yso.or.jp

今年度は２つのコースを開催！基礎
から学びたい方からスキルアップを
目指す方まで少人数での講習で、
楽しくしっかり学べます。様 な々団体
とのネットワークづくりにも絶好の
機会です。施設や団体の指導者の
皆さんも、ぜひ、ご参加ください！ 

大阪府青少年活動財団　吉野宮滝野外学校

 
2月4日（火）19～21時
2月6日（木）19～21時
2月8日（土）～9日（日）

2月11日（火・祝）19～21時
2月13日（木）19～21時
2月15日（土）～16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）

各コース　15名（最少催行５名）
吉野宮滝野外学校および周辺フィールド

各コース　15,000円（学生10,000円）
※各コース共、 希望者は「キャンプインストラクター」資格取得ができます。（別途費用が必要となります）

コミュニケーションスキル コース 冬の自然満喫 コースキャンプ指導者講習会

検索大阪府キャンプ協会

開催予告！

大阪府キャンプ協会　調査研究部会

「キャンプリーダーに
        関する研究」の進捗状況

　調査研究部会では、これまでにさまざまなキャンプに
関する調査を行っている。テーマを概観すると、「これ
からの野外施設を考える」（2002年～2003年）、
「野外活動のバリアフリーを考える」（2004年）、
「キャンプは生きる力を育むのか」（2006年）、「野外
活動施設の指定管理者制度を問う」（2007年～
2008年）が行われてきた。
　今年度は「キャンプリーダーに関する研究」と題して
計画を立てている。多くのキャンプ団体がキャンプ
リーダーによって支えられ、キャンプリーダー自身
もその場で成長をしている。そこで、キャンプ団体、
キャンプリーダー、この2つの視点から調査を試みる。
キャンプ団体を対象には、課題になっていることを
中心に明らかにしたいと考えている。
　一方、キャンプリーダーの多くは青年期であり、この
ような時期にキャンプを通して人の成長に関わると
いうことは、非常に貴重な経験となっていると考えら
れる。キャンプリーダーがどのような成長をしている
のか？近年、よく耳にする“社会人基礎力”という指標
で、彼らの成長を測定したいと考えている。“社会人
基礎力”とは、経済産業省が提唱する「職場や地域社会
で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的
な力」をあらわす概念である。これは、学年（経験年数）
によって差が出てくると思われるので、追跡調査も
検討している。
　以下、調査内容の案を提示する。

　これらの調査により、キャンプ団体には様々な課題
の情報を提供できると考える。一方、キャンプリー
ダーはこのような経験の効果を明らかにすることで、
青年期の教育手段としてのキャンプリーダーの価値
を示すことができると考える。

【最後に】
　調査は来年度の7月上旬を予定しています。依頼が
あった団体には何卒ご協力賜りますようお願いいたし
ます。調査の内容は、まだ作成中ですので、ご意見等あ
りましたら調査研究部会の伊原（ihara@ouhs.ac.jp）
までご連絡いただければと思います。

大阪体育大学　伊原 久美子
（調査研究部会）

○旅行企画・実施　ユースサービス大阪　大阪市浪速区幸町2-7-3 りそな・アルテ桜川ビル4F
　　　　　　　　 大阪府知事登録　第2-2059号　旅行業務取扱管理者　中野泰孝（一般社団法人全国旅行業協会正会員）

日程 　理論①
　　 　理論②
　　 　実習
会場 　理論
　　 　実習
定員
参加費


