
キャンプ指導者講習会

「何もないけど、快適～！！」
　人は常に快適を求めます。実はキャンプの中ではその気持ちを持つことが
非常に重要なことです。「美味しい物を食べたい」「暖かく寝たい」「雨に濡れ
たくない」などのキャンプの中では、わがままと思えることが、キャンプ技術を
修得し、知恵を絞り、そして、工夫する気持ちを高めます。
　確かに、「様々な苦難に耐える」という非常に重要なキャンプのファクターも
ありますが、その中においても、少しでも快適に「生きよう」とする気持ち（少々
大げさですが）が重要なことです。
　今回は、まさに受講者に「快適に過ごそう」という「ワクワクする気持ち」を
持っていただける講習会であったと思います（？）
　今年の講習会は4月28日の日帰り講習と5月3日から5日にかけて、参加者
14名。17歳から35歳までと、ここ数年と比べて若い参加者が集まり、実習は
大阪府立少年自然の家で開催しました。
　今まで、当指導者講習会は、テント泊、全食炊さんという形態で行ってきま
したが、最低限のライフライン（水道、電源、トイレ）、本部機能や座講会場と
しての建物を有するキャンプ場で実施してきました。しかし、今回は、それらが
「すべてがない」ところで、おまけに携帯電話も圏外というところで実施しました。
　まずは、生活と講習会ができるように、宿泊用テント5張、集会用テント2張、
そして炊さん場所の設置から始まり、息つく時間もなく夕食づくり、水の補給、
暗くなる前にランプのセッティング、集会用テントのウォール設置と様々な
作業を次から次へとこなし、立派なキャンプ講習会場ができあがりました。

　当初、生活に要する時間が例年よりかかると予想され、講習時間の変更もやむを
得ないと考えていましたが、それは杞憂に過ぎず、予定どおりに実施できたどころ
か、食後には30分程度の自由な時間がとれ、受講者は散歩したり、ハーモニカを
吹いたり、昼寝をしたりと、ひとときの「森の癒し」を感じることができました。

　そのキャンプに集まった参加者の関係性が、重要なファクターであることは言う
までもありません。そのことにおいても、「何もない」ところで「快適性を求める」と
ひとりではできないことも多くあり、自ずと「助け合う」関係性が生まれてきます。
今回も年齢差は小さいものの、教員、会社員、学生など様々な職種が集まり、個々
の得意なところを活かし、また、新しいものにチャレンジもしました。　　　　
　実施前にはスタッフにとっても、「何もない」という状況から、今回の講習会は
多少の不安が残っていました。しかし、開催施設の多大なご協力の内に、無事終える
ことができました。また、あらためて、キャンププログラム自体が、人を育てる機能
を有することを、再確認できた3日間でした。
　あっ、そうです。天候に恵まれたこと。それも大きなことでした。

何もないところに…

テントサイトと本部の集会用テント出現！！

ロープワーク実習で作ったツリーハウスで
気分はトムソーヤ！？

指導者養成・会員事業部会　坂谷惠司
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※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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■5月3日（木・祝）
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■5月20日（日）

■6月2日（土）
■7月8日（日）
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持続可能な自然体験活動 次の半世紀を目指して②
大阪府キャンプ協会15年・ユースサービス大阪50年を経過して
大阪府キャンプ協会　常任理事／大阪府立少年自然の家　副所長 焼野  嘉津人

　大阪府キャンプ協会もその活動が15年を経過しました。
私自身も勤続30年になりました。自然の中でのキャンプ
活動の魅力が勿論あって、様々な人々との出会いがあって
こそ続いてきたのだと思います。豊かな出会いを提供して
いこうという、『・・・協同と創造に満ちた楽しい生活・・・』という
活動の理念は、1967年の開所から、40年を迎える大阪府立
総合青少年野外活動センター（CAMP NOSE）の入り口に
今も掲げられています。
　先ず受け入れることから、そして、可能性を見つけること
を援助し、未来に希望を持たせることへと繋げていく。そこ
には、ユースワーカーとしてのキャンプディレクターを配置
し、活動の場とプログラムを提供するという条件整備を担う
ワーカーの機能が、不可欠であると考えられたのだと思い
ます。ユースワーカーという職責はシステムとして未だ定着
していませんが、『CAMP NOSE』では充実した運営のため
にその機能を目指していたのだと思います。1971年から
2年間、従事するスタッフの専門性向上のために『ユースワー
カーズ・トレーニングスクール』が行われました。内部職員の
研修として取り組まれたものですが、その背景には、専門職
としてのキャンプディレクターを育成していこうという意志が
あったのではないかと思います。ユースワーカーという名称
は定着しませんでしたが、専門的な資質を持ったスタッフを
育てることの必要性は、確実に意識されていくようになりま
した。その後、このカリキュラムは、大阪府青少年活動専門
指導者研修として広く参加者を募り継続されることになりま
した。私自身も受講したこの基礎コースが、現在までの持続
可能性を支える基盤となるまとまった研修であったと考え
ています。現在は『ユースワーカー養成講座』として、大学生
ボランティアや地域リーダーの育成研修として引き継がれて
います。
　持続可能な自然体験活動の次の半世紀への発展を考え
るとき、関わるスタッフの主体的な自己研鑽が必要だと思い
ます。組織的な教育キャンプが隆盛を呈していた時期には、
青少年活動の中心的な団体で事業運営の先頭に立つ方々

が、『組織キャンプ研究会』を形成し、事例研究やキャンプディ
レクターの相互研鑽を図っていました。1988年に私自身も
ようやくこの会に参加させていただけるようになり、大いに刺
激を与えられました。組織キャンプ研究会は、ある意味でイン
フォーマルな場の設定であったかと思います。所属団体の
バックグランドや立場にこだわらず、参加するものが考えや
成果をぶつけ合うような場でもあったと思います。この頃から、
構成団体の枠を超えて多様な事例も取り上げられるように
なり、関東圏との交流も始まったと記憶しています。意識を
もって自らの資質を高めていくということは、持続可能な活動
を推進していく上で大きな力になると思います。私もこのよ
うなインフォーマルな会の魅力を感じ勉強会を行い、1992年
大阪府キャンプ協会が発足されるまでの数年間、刺激的な
学びの場を楽しく進めることが出来、多くの資産が得られま
した。この年には日本キャンプ協会も社団法人となり、キャンプ
ディレクターの研修システムや大阪府キャンプ協会の事業
運営が充実し、自然体験活動の人材育成はより組織的に取り
組まれるようになっていきます。
　自然の中での体験学習の必要性は、益々そのニーズを高
めていくと考えています。持続可能な自然体験活動の、次の
半世紀への方向性を考えるとき、大阪方式の原点にあった
先人たちの意気込み、熱意に立ち戻ることが必要かと思い
ます。『CAMP NOSE』もそのハードが豪華すぎた面もあった
かもしれません。私達はもう一度、シンプルな自然のフィールド
をベースに、主体的な相互研鑽の場を作り上げてみてはどう
でしょうか。自らの立場を築きあげる力が育ち行くと思います。
少年自然の家でも研修プログラムの充実を図っていこうと
しています。事業運営の先頭に立っておられる方々は、本当に
多忙だとは思いますが、大阪方式のネットワークをもう一度
強固にしてみてはどうでしょう。緩やかに流れる時間とシステム
は、やはり人を育てる魅力を秘めています。相互研鑽と人材
育成の場として、『ユースワーカーズ・トレーニングスクール』
を再構築してみたいものです。

編　集／大阪府キャンプ協会
発行者／吉水泰彦
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　5月3日から5日の2泊3日で大阪府貝塚の蕎原にある府立
少年自然の家で、春のファミリーキャンプが開催され、府内全域
から17家族63名が集いました。
　このキャンプは、おだやかな春の里山で、家族で色々な活動を
楽しみながら大人も子どもも何か共通の感動体験を味わって
もらうことを目的に、今年初めて開催されました。
　運営は少年自然の家の他、自然の家レクリエーションプロ
グラム協力者連絡会、ユースサービス大阪のボランティア
リーダー、また同時開催されたキャンプ指導者講習会から、
2日目の野外パーティーとキャンプファイヤーを指導実習として
受講生に進行していただきました。
　1日目は、里山の暮らしの中で自然が産み出す「竹炭」作りの
窯入れから始まりました。その後の「親睦レク」では全員でゲーム
に興じ時間が経つにつれ緊張感もほぐれてなごやかな雰囲気
になってゆきました。
　2日目は、環境にやさしい植物と言われるケナフ材を使った

竹材釜入れ風景

自然探索風景

紙すきと焼板を使っての
写真立て作りです。紙すき
では、参加者が夢中で何枚
も作り、各々工夫を凝らし
た作品となりました。午後
からは、手作り創作おも
ちゃと昔遊びです。塗り絵、
やじろべえ、風車、木の実
の工作、こま回しや剣玉な
ど。大人も子どもも熱心に
遊びに興じていました。

　夕食は、キャンプ指導者講
習会から「ダッチオーブン活
用」で鶏の丸焼きの提供を受
け、子どもたちから歓声があ
がり、「キャンプナイトパー
ティー」では家族同士が協力
してそれぞれの料理をもてな
し、華やかなパーティーとなり
ました。「キャンプファイヤー
実習」では、受講生による手
作りファイヤーが、笑いと感動
を与えてくれました。
　最終日は、自然探索しながらの山登りです。展望台からは陽春
のさわやかな風が参加者の疲れを癒してくれました。最後のプロ
グラムは、家族全員の写真を焼板に貼付け仕上げます。これも
家族みんなが協力してどれも素晴しい作品に仕上がりました。
　また竹釜からは、竹炭と竹酢液を“里山からの贈り物”として
持ち帰っていただき、大人も子どもも目一杯楽しんだ3日間でした。

 　　　　　　　　　　　  　大阪府立少年自然の家　松本卓三

　先日、大阪市の青少年活動協会からの
依頼で「夏・・・キャンプのすすめ」というのを
大阪市内の青少年に配布するとのことで
小文を書く機会を得ました。折角ですから
大阪府内の皆さんにもその一部をご紹介
したいと思います。
　キャンプの楽しさ、キャンプのよろこび、
キャンプで身につくものはなんだろう・・・と
考えてみると、①キャンプは豊富な自然の
中で緑の森林や小動物たちや清い空気に
ふれる機会であり、自然に触れ、自然を知
り、自然を守ることを学ぶチャンスです。
②キャンプは学校とは違ってインフォーマ
ルというか遊びの形態をしています。だか
ら、自由な参加です。自分から自発的に参
加して積極的に行動するので、面白いな、
楽しいなと思えばますます活動にのめり
こみます。楽しい、自由な雰囲気、仲間と
のフレンドシップ、心になにか満ち足りた
思いなどが充ち満ちているのが、よい
キャンプなのです。③聞いたことはすぐ忘

れる、見たことはだんだんうすれると言わ
れますが、キャンプはすべてが体験ですか
らやったことはすべて身につくのです。
実に成功も失敗も含めて楽しい体験から
多くのことを学ぶチャンスです。
　④キャンプは仲間とグループでの生活
を築き、互いに協力や共同して楽しい生活
をつくりあげます。そのことは私たちが日
常なかなか体験することが出来ない貴重
な人間関係づくりのチャンスです。日頃、
自分のことは考えても利他というか他人

のためのことはあまり考えない人も、キャ
ンプの機会に知らず知らずに活動の中で
自分や仲間のことを考えてみたいもので
す。このことは、いま非常に重要です。
　最近のキャンプではいろいろな⑤新し
いことを体験します。たとえば、ダッチ
オーブンでローストチキンを焼いたり、翌
朝はその鍋で手作りのパンを焼いたりの
体験をします。キャンプでの炊飯は栄養の
ことや衛生・安全の知識を知るチャンスで
す。また、カヌーの操作や森に張り巡らし
たロープをわたるゲームや大きな板壁を
グループ全員がよじのぼるゲームなど
完遂したときの達成感や爽快さを味わう
ものなど、いろいろと研究され開発された
プログラムが多数用意されています。
　いま世界で大きな課題とされている
地球の温暖化などの問題を自然生活の
キャンプの中に取り入れて⑥環境教育の
グッドチャンスにしようという努力もされ
ています。

・・・・・・キャンプでの場面設定に・・・・・・キャンプのいろんな特徴やチャンスを上手に生かしましょう・・・・・・

大阪府キャンプ協会会長　吉水泰彦

・・・・・・キャンプの成功は・・・・・・準備にどれだけの労力と情熱をかけたかで決まります・・・・・・

　梅雨入りの声も聞かれる6月2日（土）、大阪府キャンプ協会
の平成19年度の総会が大阪府立青少年会館で開催された。

　吉水泰彦会長の挨拶の後、「平成18年度事業報告及び収支決算
（案）」、「平成19年度事業計画及び収支予算（案）」の2議案について
審議され、承認された。

　大阪府キャンプ協会の設立趣旨をふまえ、平成18年度も会員相互
の連携を深め、キャンプ指導者としての資質の向上とキャンプ活動の
発展に貢献し、豊かな社会の実現のために、各種事業に取組んだ。
なお、昨年度は協会設立15周年の年であり、シンポジウム等の記念事業
にも取組んだ。特に昨年度は、会員団体の周年事業等もあり、キャンプ
関係者や指導者の集う機会が多くあった年でもあった。年度末の会員
数は、個人会員989名、団体会員41、賛助会員1名となっている。

　一般会計の部では、会費収入及び事業収入等収入合計が
6,221,585円、事務局費及び事業費の支出合計が5,484,410円と
なっており、737,175円が次年度に繰り越された。
　事業特別積立金の部では、昨年度の支出はなく、受取利息1,494円
を加え、2,802,373円が次年度に繰り越された。

　「大阪ガールスカウトの60年
の歩み」と題して、当協会前理事
の賀元澄子氏のお話を伺った。
　氏は、現在もガールスカウトの
指導者として活躍されているが、
芦ノ湖の第1回全国キャンプ大会
にキャンパーとして参加し、アク
シデント時のリーダーの働き、気

　内容につきましては、下記の表をご参照ください。

1、指導者養成事業及び会員事業
　キャンプ指導者の養成及び資質向上のための事業を実施すると
共に会員の相互連携と研鑽の機会を提供した。
　・キャンプ指導者講習会　他3事業
　・'07ウィンターアウトドア体験IN朽木　他2事業
2、情報収集と提供及び調査研究事業
　キャンプに関する情報を会員及び府民に提供すると共にキャンプに
関する調査研究を進めた。
　・広報誌「きゃんぷOSAKA」56号～59号発行
　・調査研究「指定管理者制度の施設運営を問う」の紀要の作成
　・野外活動促進セミナー（（財）大阪府青少年活動財団と共催）  
 　他3事業
3、各種事業との連携
　キャンプ関係機関・団体が実施する事業と連携し、キャンプ活動の推
進を図った。
　・ファインふれあいマリンキャンプ（主催 （財）大阪府地域福祉推進財団）   
　 他7事業
4、日本協会との連携
　日本協会の支部協会として、会員事務をはじめ、日本協会が実施す
る指導者養成事業等と連携し、キャンプ活動の積極的な展開に努めた。
　・CD1級養成講習会・DミーティングPart1　他4事業
5、15周年記念事業
　15周年の節目を契機に「これからの協会のあり方」「これからの
キャンプのあり方」等を考える機会として15周年事業に取組んだ。

遣い、また、あるキャンプで、農家の方の献身的なお世話を受けたこ
とが、その後の自身のスカウト活動に大きな影響を受けたと語られた。
　現在、スカウトと里山作りに取組んでおられるが、このプログラムを
通して、スカウトが自然に対する感謝の心を育み、人としての成長を
願っていること等、氏の野外活動に対する取組み、考え方を伺い、人間性
の一部に触れさせて頂いた。
　大阪ガールスカウトは、今年60周年を迎えられ、記念式典でのテー
マに「広げよう　平和を」を掲げられた。ガールスカウトでは、世界平和
のために、1994年よりピースパックの取組みをされているが、氏は、自
分達が幸せと感じたら、他の人達に役立つことを考え、それを実行して
いくことが「広げよう　平和を」を実現していくことになると述べられた。
　大阪ガールスカウトの活動の一面を再認識させて頂いたサロンで
あった。

　　和やかな雰囲気の中で行われ、総会は終了した。

事務局長　片岡弘尚

　・シンポジウムの開催
　「関西野外活動ミーティング2007」及び日本野外教育学会「自
　  然が学び舎シンポジウム」と同時開催した。
　・殿村収史氏のCD塾の開催
　・ホームページのリニューアル、ブックレット「キャンプの世界」の
　 合本作製等事業の実施



　5月3日から5日の2泊3日で大阪府貝塚の蕎原にある府立
少年自然の家で、春のファミリーキャンプが開催され、府内全域
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紙すきと焼板を使っての
写真立て作りです。紙すき
では、参加者が夢中で何枚
も作り、各々工夫を凝らし
た作品となりました。午後
からは、手作り創作おも
ちゃと昔遊びです。塗り絵、
やじろべえ、風車、木の実
の工作、こま回しや剣玉な
ど。大人も子どもも熱心に
遊びに興じていました。
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　いま世界で大きな課題とされている
地球の温暖化などの問題を自然生活の
キャンプの中に取り入れて⑥環境教育の
グッドチャンスにしようという努力もされ
ています。

・・・・・・キャンプでの場面設定に・・・・・・キャンプのいろんな特徴やチャンスを上手に生かしましょう・・・・・・

大阪府キャンプ協会会長　吉水泰彦

・・・・・・キャンプの成功は・・・・・・準備にどれだけの労力と情熱をかけたかで決まります・・・・・・
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　吉水泰彦会長の挨拶の後、「平成18年度事業報告及び収支決算
（案）」、「平成19年度事業計画及び収支予算（案）」の2議案について
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分達が幸せと感じたら、他の人達に役立つことを考え、それを実行して
いくことが「広げよう　平和を」を実現していくことになると述べられた。
　大阪ガールスカウトの活動の一面を再認識させて頂いたサロンで
あった。

　　和やかな雰囲気の中で行われ、総会は終了した。

事務局長　片岡弘尚

　・シンポジウムの開催
　「関西野外活動ミーティング2007」及び日本野外教育学会「自
　  然が学び舎シンポジウム」と同時開催した。
　・殿村収史氏のCD塾の開催
　・ホームページのリニューアル、ブックレット「キャンプの世界」の
　 合本作製等事業の実施



第17回全国キャンプ大会 IN 和歌山・高野山
2007年9月15日（土） 受付13時～17日（月・祝）解散12時（現地集合・解散）

　今年のキャンプ大会は世界遺産に指定された『霊場　高野山』で開催されます。紀伊半島は1000～
2000M級の山々が縦横に走り、その自然は古代から癒しを求める人々を惹きつけました。
　久しぶりの近畿での開催となります！高野山1200年の歴史の中で培われてきた、癒しの文化、食事、
自然を全国の仲間と共に満喫しましょう！

◎熊野古道巡礼　◎コウヤマキ林観察　  ◎森林療法体験
◎数珠作り　　　◎ツリークライミング　◎キノコ観察
◎森作り体験　　◎健康作り・薬草教室　 ◎森の瞑想体験
◎高野三山巡り

※詳細につきましては日本キャンプ協会へお問い合わせください
TEL 03-3469-0217　http://www.camping.or.jp

対　象：キャンプ指導者、キャンプ愛好家、キャンプ活動に興味のある方、    
　　　 及びその家族
定　員：200名
参加費：16,000円（宿泊費・食費・保険料・プログラム費）
　　　 （参加プログラムにより別途加算あり）
宿　泊：高野町内の宿坊（櫻池院・普賢院）
内　容：CAMPINGAWARD贈呈式、キャンプサミット、ウェルカムパー　
　　　 ティー、フリーチョイスプログラム、高野山体験プログラム　他

２日目フリーチョイスプログラム
◎ムササビ観察　        ◎たき火親睦会　◎自己申告プログラム
◎奥の院巨木林観察　◎写経

その他時間外プログラム

NPO法人 ホース・フレンズ事務局
渡辺ふさ枝

～ホース・フレンズ枚方セラピー牧場～

　人と馬が共に生活してきた歴史は古
くからありながら、現在私たちは間近に
馬と接する機会をなくしてきています。
しかし、映画のシーンや写真で馬が草原
で走る姿、草を食む姿などを見たとき、
ふと懐かしいような温かさを感じること
はありませんか？
　NPO法人　ホースフレンズ事務局
は、馬を愛する仲間と共に、ストレス社
会に生きる人々に心身の癒しと元気を
提供し、また、心に問題を持つ人々には
社会復帰のきっかけづくりとなるように
願いをこめて活動しています。
　今までは、大阪府豊中市・服部緑地乗
馬センター、大阪府守口市・大阪乗馬協
会両乗馬クラブの全面的なご協力を得
て、活動してきましたが、去る5月26日、
大阪府枚方市駅前に「ホース・フレンズ

枚方セラピー牧場」を開設することが
できました。私たちの活動のホームグラ
ンドとして、多くの方々に馬たちの魅力
を伝えられることを願っています。
　市街地に牧場を設置するにあたって、
その問題点は糞尿の処理、下水、塵灰、
臭気にあり、周辺にお住まいの方々の
ご理解を得るのに多くの時間を要し
ました。

　しかし、準備を進めて行く中で、なに
よりも心強かったのは、木々の枝払い
や石拾い、ペンキ塗り、花壇の整備など
の作業に多くのボランティアが参加し
てくださったことです。まだまだ十分に
整っているとはいえませんが、手作りの
牧場として、地域に根ざし、子供たちの
情操教育に、高齢者の健康維持に、また
私たちの本来の活動である不登校・
引きこもりの人たちのメンタルヘルス
ケアにと、馬たちと一緒にいろいろな
プログラムを提供していきたいと思って
います。
　今日も馬たちのいる空間は穏やかに
時間が流れています。

団体会員
情報

豊能登山キャンプクラブ
国広　幸一 （キャンプネーム:マッコイ）

（社）ガールスカウト日本連盟

大阪府支部

第37団　磯村　利恵

キャンプだからこそ、出会えるものがある。
キャンプだからこそ、会いたい人がいる。
キャンプだからこそ、話せることがある。
キャンプだからこそ、過ごせる楽しい時がある。
キャンプだからこそ、食事の団らんがある。
キャンプだからこそ、みんなの笑顔がある。
キャンプだからこそ、つくる喜びがある。
キャンプだからこそ、生活することを実感する。
キャンプだからこそ、「生きる」ことを実感する。

　またキャンプに行きたいなと思うときは、そんなキャンプの楽しさを思
い出したときかな。
　小学生のころ山に登って楽しかった。ただ登ってるだけで楽しかった。
自分の好きなルートを踏んで登っていく。いつも決まりの中で生活してい
るから、山での自由さが楽しかったのかな。
　キャンプではすべてが自由。と同時にその自由さは、普段隠れている
「生きる」ことを露出させる。
　「オレ、キャンプしてるなぁ！」と感じる時は、普段隠れがちな素朴な楽し
みを感じたり、食べること・寝ること・生活することを実感したりする時。
　非日常のキャンプのはずが、ホントは一番日常だったりする。
　「生活することって、楽しいんだな。」
　そんな楽しさを感じたいから、ボクはまたキャンプに行く。

　私のガールスカウト生活は、今年で18年目を迎えます。今、
思うことは、すべての少女が“ガールスカウト”になってほしいと
いうことです。これは、すべての少女にガールスカウト会員に
なってほしいということではありません。では、どういうこと
か̶2005年「人を幸せにする魔法を見つけよう！」というコン
セプトでラリーを行いました。これは、“ガールスカウトが目指す
もの”を他の言葉で表現しようとしたもので、各ポイントでは、
環境に配慮した省エネルギーかつ、人を幸せにする具体的な
取組み（ゲーム・ワークショップ）、そして後日には、「その魔法は
心の中にあること、たとえば、笑顔の魔法、小さな勇気を出す
魔法、優しさの魔法は、自分も友だちもしあわせにできるよ」と
いうメッセージを届けました。これらは中高生を中心に企画され、
その準備途中には生みの苦しみもあったようですが、それを
終えた時には、達成感や充実感から来る「しんどいけれど、気持ち
がいい」という感想が数多く聞かれました。（これも私がかけた
魔法でしょうか。）
　「私は人を幸せにする魔法を知っているよ」という自信や
技術を身につけた人＝ガールスカウトが世界中に広まることが
私の夢です。

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…

簡単な自己紹介:小学４年生から当団体のキャンプに参加。年間の
スタッフ活動を通して、様々な人との交流を楽しんでいます。

　40歳を超えると、自分が思っている以上に下半身の衰えは進んでいます。

大阪YMCA中高齢者事業推進室　重信直人

くだり坂には注意が必要！！
●一般的に階段や山道での登り下りでは登りが辛く、下りは楽な
　ように思いがちですが、加齢とともに下肢における筋力の衰えは
　自分の想像以上に進んでいます。
●くだり坂など身体の落下をおさえなければならない状況下に
　おいて踏ん張る脚力が衰えていると自分の身体を支えきれず
　転倒の危険が高くなります。
●年齢とともに骨密度も低下している状況下で骨折などの重大な
　怪我にも結びつきます。

自宅でできるトレーニング

　近年、中高齢者において下りの階段で転倒し、怪我をされる方が
増加しています。
　くだり坂ではあわてず一歩一歩確かめてゆっくりと歩くようにしま
しょう。また、手すりなどのあるところでは転倒しないように積極的
に活用することも転倒予防には有効です。
　普段から脚力の低下を予防し改善するためのトレーニングを心が
けましょう。

いずれも呼吸を止めないように気をつけましょう。
（声を出してカウントを数えるとよいでしょう）
6カウント（1、2、3、4、5、6）
その際、お互い力いっぱい反動をつけずに押し合いましょう。
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　久しぶりの近畿での開催となります！高野山1200年の歴史の中で培われてきた、癒しの文化、食事、
自然を全国の仲間と共に満喫しましょう！

◎熊野古道巡礼　◎コウヤマキ林観察　  ◎森林療法体験
◎数珠作り　　　◎ツリークライミング　◎キノコ観察
◎森作り体験　　◎健康作り・薬草教室　 ◎森の瞑想体験
◎高野三山巡り

※詳細につきましては日本キャンプ協会へお問い合わせください
TEL 03-3469-0217　http://www.camping.or.jp

対　象：キャンプ指導者、キャンプ愛好家、キャンプ活動に興味のある方、    
　　　 及びその家族
定　員：200名
参加費：16,000円（宿泊費・食費・保険料・プログラム費）
　　　 （参加プログラムにより別途加算あり）
宿　泊：高野町内の宿坊（櫻池院・普賢院）
内　容：CAMPINGAWARD贈呈式、キャンプサミット、ウェルカムパー　
　　　 ティー、フリーチョイスプログラム、高野山体験プログラム　他

２日目フリーチョイスプログラム
◎ムササビ観察　        ◎たき火親睦会　◎自己申告プログラム
◎奥の院巨木林観察　◎写経

その他時間外プログラム

NPO法人 ホース・フレンズ事務局
渡辺ふさ枝

～ホース・フレンズ枚方セラピー牧場～

　人と馬が共に生活してきた歴史は古
くからありながら、現在私たちは間近に
馬と接する機会をなくしてきています。
しかし、映画のシーンや写真で馬が草原
で走る姿、草を食む姿などを見たとき、
ふと懐かしいような温かさを感じること
はありませんか？
　NPO法人　ホースフレンズ事務局
は、馬を愛する仲間と共に、ストレス社
会に生きる人々に心身の癒しと元気を
提供し、また、心に問題を持つ人々には
社会復帰のきっかけづくりとなるように
願いをこめて活動しています。
　今までは、大阪府豊中市・服部緑地乗
馬センター、大阪府守口市・大阪乗馬協
会両乗馬クラブの全面的なご協力を得
て、活動してきましたが、去る5月26日、
大阪府枚方市駅前に「ホース・フレンズ

枚方セラピー牧場」を開設することが
できました。私たちの活動のホームグラ
ンドとして、多くの方々に馬たちの魅力
を伝えられることを願っています。
　市街地に牧場を設置するにあたって、
その問題点は糞尿の処理、下水、塵灰、
臭気にあり、周辺にお住まいの方々の
ご理解を得るのに多くの時間を要し
ました。

　しかし、準備を進めて行く中で、なに
よりも心強かったのは、木々の枝払い
や石拾い、ペンキ塗り、花壇の整備など
の作業に多くのボランティアが参加し
てくださったことです。まだまだ十分に
整っているとはいえませんが、手作りの
牧場として、地域に根ざし、子供たちの
情操教育に、高齢者の健康維持に、また
私たちの本来の活動である不登校・
引きこもりの人たちのメンタルヘルス
ケアにと、馬たちと一緒にいろいろな
プログラムを提供していきたいと思って
います。
　今日も馬たちのいる空間は穏やかに
時間が流れています。

団体会員
情報

豊能登山キャンプクラブ
国広　幸一 （キャンプネーム:マッコイ）

（社）ガールスカウト日本連盟

大阪府支部

第37団　磯村　利恵

キャンプだからこそ、出会えるものがある。
キャンプだからこそ、会いたい人がいる。
キャンプだからこそ、話せることがある。
キャンプだからこそ、過ごせる楽しい時がある。
キャンプだからこそ、食事の団らんがある。
キャンプだからこそ、みんなの笑顔がある。
キャンプだからこそ、つくる喜びがある。
キャンプだからこそ、生活することを実感する。
キャンプだからこそ、「生きる」ことを実感する。

　またキャンプに行きたいなと思うときは、そんなキャンプの楽しさを思
い出したときかな。
　小学生のころ山に登って楽しかった。ただ登ってるだけで楽しかった。
自分の好きなルートを踏んで登っていく。いつも決まりの中で生活してい
るから、山での自由さが楽しかったのかな。
　キャンプではすべてが自由。と同時にその自由さは、普段隠れている
「生きる」ことを露出させる。
　「オレ、キャンプしてるなぁ！」と感じる時は、普段隠れがちな素朴な楽し
みを感じたり、食べること・寝ること・生活することを実感したりする時。
　非日常のキャンプのはずが、ホントは一番日常だったりする。
　「生活することって、楽しいんだな。」
　そんな楽しさを感じたいから、ボクはまたキャンプに行く。

　私のガールスカウト生活は、今年で18年目を迎えます。今、
思うことは、すべての少女が“ガールスカウト”になってほしいと
いうことです。これは、すべての少女にガールスカウト会員に
なってほしいということではありません。では、どういうこと
か̶2005年「人を幸せにする魔法を見つけよう！」というコン
セプトでラリーを行いました。これは、“ガールスカウトが目指す
もの”を他の言葉で表現しようとしたもので、各ポイントでは、
環境に配慮した省エネルギーかつ、人を幸せにする具体的な
取組み（ゲーム・ワークショップ）、そして後日には、「その魔法は
心の中にあること、たとえば、笑顔の魔法、小さな勇気を出す
魔法、優しさの魔法は、自分も友だちもしあわせにできるよ」と
いうメッセージを届けました。これらは中高生を中心に企画され、
その準備途中には生みの苦しみもあったようですが、それを
終えた時には、達成感や充実感から来る「しんどいけれど、気持ち
がいい」という感想が数多く聞かれました。（これも私がかけた
魔法でしょうか。）
　「私は人を幸せにする魔法を知っているよ」という自信や
技術を身につけた人＝ガールスカウトが世界中に広まることが
私の夢です。

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…

簡単な自己紹介:小学４年生から当団体のキャンプに参加。年間の
スタッフ活動を通して、様々な人との交流を楽しんでいます。

　40歳を超えると、自分が思っている以上に下半身の衰えは進んでいます。

大阪YMCA中高齢者事業推進室　重信直人

くだり坂には注意が必要！！
●一般的に階段や山道での登り下りでは登りが辛く、下りは楽な
　ように思いがちですが、加齢とともに下肢における筋力の衰えは
　自分の想像以上に進んでいます。
●くだり坂など身体の落下をおさえなければならない状況下に
　おいて踏ん張る脚力が衰えていると自分の身体を支えきれず
　転倒の危険が高くなります。
●年齢とともに骨密度も低下している状況下で骨折などの重大な
　怪我にも結びつきます。

自宅でできるトレーニング

　近年、中高齢者において下りの階段で転倒し、怪我をされる方が
増加しています。
　くだり坂ではあわてず一歩一歩確かめてゆっくりと歩くようにしま
しょう。また、手すりなどのあるところでは転倒しないように積極的
に活用することも転倒予防には有効です。
　普段から脚力の低下を予防し改善するためのトレーニングを心が
けましょう。

いずれも呼吸を止めないように気をつけましょう。
（声を出してカウントを数えるとよいでしょう）
6カウント（1、2、3、4、5、6）
その際、お互い力いっぱい反動をつけずに押し合いましょう。



　大阪府キャンプ協会調査研究部会では、「野外活動施設の指定管
理者制度」を、06、07年度2カ年、テーマとして取り上げています。今
回、岡猛・大阪市青少年活動協会総務部長に、大阪市でもっとも早く
当事者となった同協会の担当者としてどのようにかかわり感じたか
を、寄稿いただきました。

　平成15年6月に「地方自治法244条の一部を改正する法律」が
公布されました。その頃の私は、平成16年2月にオープンする「大阪
市立青少年文化創造ステーション」の開館準備作業に携わって
いました。すでに青少年文化創造ステーション管理委託の承認を
大阪市議会で得ており、指定管理者制度による公募は3年間の経
過処置の終わる平成18年だろうな、というのが当時の正直な思い
でした。ところが、平成15年9月2日以降に開館する建物は、すべて
この法律の適用を受けるということが解り、結果として指定管理者
制度の洗礼を大阪市で最も早く受けることになったのです。
　ご承知のように指定管理者制度の目的は、「公共サービスの向
上」と「行政コストの縮減」です。私は公募による競争が、必ずしも
サービスを向上させるとは考えません。しかし、競争により行政
コストは確実に下がります。当協会も応募に際し、従来の管理委託の
経費より、相当額の経費をカットして臨むこととなりました。建物等
の管理経費の縮減は限界があり、コスト圧縮の大半は人件費。従来
なら正規の職員を配置するところを、契約職員やパート職員を配置
して人件費を削減するわけです。一時的に行政コストは下がります

調査研究部会

「指定管理者制度に想う」
が、専門職員を安定して雇用し育てることができないこういった
方法には、大いに疑問の残るところです。
　平成18年の秋、青少年文化創造ステーションの2回目の公募と
なりました。2年8ヵ月の運営実績に加えて新たな提案も盛り込み、
万全ともいえる状態で応募したのですが、残念な結果となりまし
た。公表されている選定委員会の選定結果によれば、市民サービ
スの提案内容と経費の縮減で劣っていました。
　さて、最初に指定管理者に選定され2回目に指定管理者から
外れた経験を通じて、私なりに感じていることを述べてみます。
　大阪市の情報公開条例により、指定管理者の経費執行等はすべ
て公表されます。建物の管理等における委託業者名と契約金額、
自主事業の経費や内容、人件費等が明らかになってしまいます。
本来、指定管理者のノウハウや知的財産というべきものまでが、
この制度においては公表されてしまうわけです。新たに参入する
企業・団体はその情報を参考にして、それよりコストを落とすことが
可能であれば有利な条件で応募できます。しかし既存の指定管理者
は、一定以上のコスト削減をしてきた結果が今であるならば、そこ
からさらに経費を圧縮することは難しくなります。特に人件費に
ついては、それぞれの職員の生活を考えれば少しでも上昇させたい
のに、さらに削減することは相当困難なことです。
　現在は法律が施行された平成15年当時とは違って、雇用環境も
大きく好転してきました。民間企業においても、すでに人員のだぶ
つきは整理されています。多くは3年～5年という指定管理期間に
おいて、はたしてどれほどの企業や団体が正規の職員を採用する
のでしょうか。雇用が安定しない非正規職員を増やさなければ成り
立たないこの制度に、私は大きな危惧をいだきます。

（社）日本キャンプ協会

■第17回全国キャンプ大会IN和歌山・高野山
「世界遺産霊場！高野山でヒーリングプログラムを！」
9月15日（土）～17日（月・祝）
高野山（和歌山県高野町） ※詳細はP4をご覧ください。

テーマ
日 程
場 所

■キャンプディレクター2級・1級指導者養成講習会
「キャンプディレクター養成講習会」は単に資格取得のための学習に
とどまらず、キャンプの奥深さをさらに学ぶことができます。「知って
いる」だけでは指導はできません。学び得た知識や技術を人に伝え
るために、次のステップアップに挑戦してみませんか。
○キャンプディレクター2級受講対象者
　20歳以上でキャンプインストラクター資格取得後、10泊以上の指導
　経験とBUCに2回以上参加した方。
　（プログラムディレクター・マネージメントディレクター共通）
○キャンプディレクター1級受講対象者
　キャンプディレクター2級資格取得後、20泊以上の指導経験とBUC
　に4回以上参加した方。
※指導経験・BUCにつきましては、いずれも移行期間として緩和措置があります。
○キャンプディレクター2級養成講習会（プログラムディレクター講習会）

中国・四国
北海道・東北
関東
九州・沖縄
近畿
2008年開催

8月17～19日
8月31日～9月2日
9月22～24日
10月6～8日
10月19～21日
2008年2月9～11日

鳥取県大山青年の家
滝野自然学園（北海道）
栃木県立太平少年自然の家
福岡県立英彦山青年の家
大阪府立総合青少年野外活動センター
川崎市黒川青少年野外活動センター

実施地区 日程 会場

○キャンプディレクター2級養成講習会（マネージメントディレクター講習会）

石川会場
大阪会場
神奈川会場

9月8日・9日
10月21～22日
2008年2月10日･11日

白山市松任学習センター
大阪府立総合青少年野外活動センター
川崎市黒川青少年野外活動センター

実施地区 日程 会場

○キャンプディレクター1級養成講習会

西日本会場
東日本会場

10月31日～11月4日
11月21～25日

大阪府立総合青少年野外活動センター
静岡県立朝霧野外活動センター

実施地区 日程 会場

○キャンプディレクター１級検定会

西日本会場
東日本会場

2008年1月19～20日
2008年1月26～27日

国立オリンピック記念青少年総合センター
箕面市立青少年教学の森野外活動センター

実施地区 日程 会場

大阪府キャンプ協会

TEL 06-6942-5146（ユースサービス大阪内）

10月13日（土）～14日（日）
大阪府立総合青少年野外活動センター
会員・学生／6,000円、一般／7,000円（宿泊費・食事代含む）
どちらか１日のみ／3,000円
吉水泰彦（大阪府キャンプ協会　会長） 
大阪のキャンプをリードされてきた、吉水氏のお話を2日間
にわたり、伺います。

日 程
場 所
参加費

講 師
内 容

賛助会員募集のお知らせ
大阪府キャンプ協会では当協会を支援いただける賛助会員を募っております。
賛助会費（年間）　団体1口　10,000円／個人1口　3,000円
お問合せは事務局まで・・・。

※D1・D2共、いずれの会場でも受講可能です。ご都合にあわせて選択してください。

キャンプ安全の日
7月15日（日）
キャンプ安全キャンペーン期間
7月1日～8月31日

日本キャンプ協会では6年前から7月
の第3日曜日を「キャンプ安全の日」と
し、安全で楽しいキャンプの普及を
図っています。平成19年度のキャンプ
安全の日は7月15日（日）です。また、
キャンプの安全について考えるきっか
け作りの期間として、毎年7月1日～8
月31日はキャンプ安全キャンペーン
期間とします。

TEL 03-3469-0217

新会員名簿 （6月1日現在　敬称略　順不同）

西垣　幸造
新家　庸子
田中　那央
上田　奈央
嘉地絵里菜
加藤　郁恵
亀井久実代
桂華　麻希
吉崎菜央未
浅野三希子
岩井　慶子
宇野　友紀
浦田　哲良
大富　沙織
尾曲　　剛
木村　　大
斎藤　祐弥
田中　佳恵
田辺久美子
中島　健吾
濵上　琢磨
金　　弘子
市川　拓哉
乾　　一也
上井　英彰
清原　　敦
久次米雄太
河野　彰寛
平井　隆匡
廣田　雄亮
渡部　志宏
後藤　　優
山本　裕加
飯田　順也

池田　　聡
市川将太郎
一柳　武志
浦　真奈美
大江　　亮
大塚　　司
紙野　　俊
窪田　雄次
栗山有里枝
小山未紗記
芝本　美和
瀬戸口佑樹
竹本　貴洋
只川　雄二
立原　雄樹
田中　庸平
玉垣　宏基
辻　　大志
中田　正勝
中野　啓太
中野　　航
中村　省吾
中村　友美
中山　育美
西村　美喜
花野早希世
速水　　雅
平井　　剛
福井　俊也
前田　規江
増山　潤平
松下　智紀
松村　圭真
松山　裕文

丸笹　　愛
溝上　将矢
光木　　綾
峯島　貴之
宮本　泰輔
八嶋　光湖
八幡　智志
山本　沙織
山本　裕季
石川　幸乃
入江　仁美
大石　　究
表　　　結
川井　秀紀
川村　麗菜
高津　丈広
古段　佑児
坂井　達哉
菅原　光美
瀬尾　香織
十河　佳奈
千守　由華
土谷　剛史
戸田　千晶
葉田　雅和
本田雄市郎
松本　直人
丸尾　香菜
三谷　一葉
峰本　零央
元木　啓輔
山﨑美香子
石井あずさ
伊藤世理加

大西　正樹
緒方　理恵
加藤　敦生
木村　梨沙
小畑　友里
芝田　京子
芝本　菜加
清水　雄慈
新家亜友美
富森　円香
友次あずさ
日野　　誠
福岡　由希
福光　皓平
藤田　勇気
堀口　　遼
前田　　亮
松井　　翔
松川　真実
森田友里恵
板東　敦子
後藤美由希
柴山　潤子
榎　千賀子
浅野　勇人
真鍋　拓次
三輪　修也
上木　雷太
尼﨑加奈子
木下　智也
豊田ゆかり
宮﨑　麻帆
木村　恭子
谷田みどり

市吉　麻美
熊野　仁志
図子　雅一
町村　勇樹
三宅まどか
宮崎　好未
井上　美奈
谷口あゆみ
歴舎　由佳
井村めぐみ
植田　　徹
大内　元気
岡井　彩香
長船　克也
久米川恵理
合田　隆信
小玉　　歩
小林　幸代
玉田　将也
藤田　勝也
松川　敦美
松田　美幸
馬渡　冬青
吉田　紘太
和田　千明
北本竜太郎
坂詰　佳美
瀬之口雄紀
田中　美穂
山口　貢平
荒毛　諒真
鎌田　真衣
小山　香織
滝浦　良祐

塚本　　愛
中塚　英弥
邉見真奈美
松下　貴義
光成　将紀
元山　洋佑
森本　卓也
與田めぐみ
若山　雄太
乾　　紗菜
芋谷　好起
川見　真代
栗本　達典
小出　果奈
杉本　育恵
道姓　夕佳
徳田　拓也
中　　俊和
長瀬　亜衣
中田　将太
檜皮　真志
三浦　京子
宮本　綱太
柳　　克洋
渡辺　成生
浅田　陽子
池原　武彦
岡本　優光
蒲池　美香
国川　　翔
黒田銀次郎
佐々木健太
立石　鈴香
辻　　博行

永田杏由美
西畑あゆ美
藤原　知大
堀　倫太郎
松﨑　香里
松田沙也香
松村侑里香
池田　大起
稲葉　理紗
吉田　貴志
信原　拓人
前村　佳宏
南　　祥治
上野　真弓
緒方　雄一
三木ゆかり
田中　梨乃
加藤　香織
鈴木　佳奈
田中　優穂
増木　彰人
野島　康志
植田　健太
竹本　雅輝
渕上　俊輔
宮口　隼平
松川　　智
松野　友美
麻生久美子
石富　莉沙
浦前　由衣
吉川　　彩
久保明日香
熊井沙矢子

鴻池　佳世
杉本　彩香
坪内　吏恵
福澤万起子
前田明日香
武藤　美樹
山田　奈々
矢寺　純子
山﨑　琴美
渡辺沙央里
渡辺　千尋
大台　優子
重田　朱美
田辺　礼子
西田しおり
林　　容子
樋田　弥生
渕本　雅貴
矢口　琢磨
石原奈津子
芋谷　末次
大蔵　博幸
瀨口　悠生
西村　悦子
前原　卓磨
実藤　信和
本村　嘉子
吉川　佳奈
相奈良　律
大久保恭子
佐藤絵里子
中嶋　智栄
濵内　麻里
林　亜希子

藤田　祥弘
水谷　直義
山中　由美
吉田　安成
渡辺　　亮
池田　菜実
井上　慶彦
駒井　優一
村上　祐一
山本　拓磨
中西　勇介
出水　貴恵
今福　理沙
小西なつみ
澤　はる姫
竹内三和子
三好　英雅
山田　裕貴
福田　勝志
有山　　諒
岩梨　　霞
小川　　諭
坂本　佳子
上原　清華
渡部　　亮
石田佳陽子
渡邉かな女
吉岡真美子
阿部　良克
上田　智也
小園　一路
田邊　篤史
武田　　結
吉原　由美

光山　正洋
阪口　礼恵
石飛　元基
大谷　雅人
岡本　　慧
蒲原　一誠
坂井　正浩
坂田　奉廣
嶌本　大悟
高山　敦史
木村　朝美
栗野志津江
遠藤　誠治
北　　貴之
窪中　大祐
佐々木秀斗
末岡　直哉
竹垣　　旭
土井明日香
西山　真弓
田中　佑典
原田　　仁
三島　孝雄
服部　祐佳
山口　俊江
谷口　圭司
田丸　和樹
中村　尚也
柿田　　剛
鈴木　智也
中島　裕也
今福　寿恵

財団法人大阪市青少年活動協会　岡　猛

大阪CONE連絡会

「地域に根ざして、自然体験活動を考えよう」
  ～好きやねん自然体験！～
10月6日（土）～8日（月・祝）
大阪府立総合青少年野外活動センター
12,000円、学生／10,000円
（2泊3日の宿泊・食事・活動・保険等含む）
全国で自然体験活動を実施している指導者や興味のある方
が集まり、相互の理解を深め、お互いのスキルの向上を図り、
交流や情報交換など（基調講演、興味別アクティビィティ他）
NPO法人　自然体験活動推進協議会（CONE）
大阪CONE連絡会

テーマ

日 程
場 所
参加費

内 容

主 催

受付・お問合せは（財）大阪府青少年活動財団まで（メール又はFAXで）
Eメール o-cone@yso.or.jp　FAX 06-6942-2448

■第8回自然体験活動全国フォーラムin大阪

OSAKA CAMPING ASSOCIATION OSAKA CAMPING ASSOCIATION



　大阪府キャンプ協会調査研究部会では、「野外活動施設の指定管
理者制度」を、06、07年度2カ年、テーマとして取り上げています。今
回、岡猛・大阪市青少年活動協会総務部長に、大阪市でもっとも早く
当事者となった同協会の担当者としてどのようにかかわり感じたか
を、寄稿いただきました。

　平成15年6月に「地方自治法244条の一部を改正する法律」が
公布されました。その頃の私は、平成16年2月にオープンする「大阪
市立青少年文化創造ステーション」の開館準備作業に携わって
いました。すでに青少年文化創造ステーション管理委託の承認を
大阪市議会で得ており、指定管理者制度による公募は3年間の経
過処置の終わる平成18年だろうな、というのが当時の正直な思い
でした。ところが、平成15年9月2日以降に開館する建物は、すべて
この法律の適用を受けるということが解り、結果として指定管理者
制度の洗礼を大阪市で最も早く受けることになったのです。
　ご承知のように指定管理者制度の目的は、「公共サービスの向
上」と「行政コストの縮減」です。私は公募による競争が、必ずしも
サービスを向上させるとは考えません。しかし、競争により行政
コストは確実に下がります。当協会も応募に際し、従来の管理委託の
経費より、相当額の経費をカットして臨むこととなりました。建物等
の管理経費の縮減は限界があり、コスト圧縮の大半は人件費。従来
なら正規の職員を配置するところを、契約職員やパート職員を配置
して人件費を削減するわけです。一時的に行政コストは下がります

調査研究部会

「指定管理者制度に想う」
が、専門職員を安定して雇用し育てることができないこういった
方法には、大いに疑問の残るところです。
　平成18年の秋、青少年文化創造ステーションの2回目の公募と
なりました。2年8ヵ月の運営実績に加えて新たな提案も盛り込み、
万全ともいえる状態で応募したのですが、残念な結果となりまし
た。公表されている選定委員会の選定結果によれば、市民サービ
スの提案内容と経費の縮減で劣っていました。
　さて、最初に指定管理者に選定され2回目に指定管理者から
外れた経験を通じて、私なりに感じていることを述べてみます。
　大阪市の情報公開条例により、指定管理者の経費執行等はすべ
て公表されます。建物の管理等における委託業者名と契約金額、
自主事業の経費や内容、人件費等が明らかになってしまいます。
本来、指定管理者のノウハウや知的財産というべきものまでが、
この制度においては公表されてしまうわけです。新たに参入する
企業・団体はその情報を参考にして、それよりコストを落とすことが
可能であれば有利な条件で応募できます。しかし既存の指定管理者
は、一定以上のコスト削減をしてきた結果が今であるならば、そこ
からさらに経費を圧縮することは難しくなります。特に人件費に
ついては、それぞれの職員の生活を考えれば少しでも上昇させたい
のに、さらに削減することは相当困難なことです。
　現在は法律が施行された平成15年当時とは違って、雇用環境も
大きく好転してきました。民間企業においても、すでに人員のだぶ
つきは整理されています。多くは3年～5年という指定管理期間に
おいて、はたしてどれほどの企業や団体が正規の職員を採用する
のでしょうか。雇用が安定しない非正規職員を増やさなければ成り
立たないこの制度に、私は大きな危惧をいだきます。

（社）日本キャンプ協会

■第17回全国キャンプ大会IN和歌山・高野山
「世界遺産霊場！高野山でヒーリングプログラムを！」
9月15日（土）～17日（月・祝）
高野山（和歌山県高野町） ※詳細はP4をご覧ください。

テーマ
日 程
場 所

■キャンプディレクター2級・1級指導者養成講習会
「キャンプディレクター養成講習会」は単に資格取得のための学習に
とどまらず、キャンプの奥深さをさらに学ぶことができます。「知って
いる」だけでは指導はできません。学び得た知識や技術を人に伝え
るために、次のステップアップに挑戦してみませんか。
○キャンプディレクター2級受講対象者
　20歳以上でキャンプインストラクター資格取得後、10泊以上の指導
　経験とBUCに2回以上参加した方。
　（プログラムディレクター・マネージメントディレクター共通）
○キャンプディレクター1級受講対象者
　キャンプディレクター2級資格取得後、20泊以上の指導経験とBUC
　に4回以上参加した方。
※指導経験・BUCにつきましては、いずれも移行期間として緩和措置があります。
○キャンプディレクター2級養成講習会（プログラムディレクター講習会）

中国・四国
北海道・東北
関東
九州・沖縄
近畿
2008年開催

8月17～19日
8月31日～9月2日
9月22～24日
10月6～8日
10月19～21日
2008年2月9～11日

鳥取県大山青年の家
滝野自然学園（北海道）
栃木県立太平少年自然の家
福岡県立英彦山青年の家
大阪府立総合青少年野外活動センター
川崎市黒川青少年野外活動センター

実施地区 日程 会場

○キャンプディレクター2級養成講習会（マネージメントディレクター講習会）

石川会場
大阪会場
神奈川会場

9月8日・9日
10月21～22日
2008年2月10日･11日

白山市松任学習センター
大阪府立総合青少年野外活動センター
川崎市黒川青少年野外活動センター

実施地区 日程 会場

○キャンプディレクター1級養成講習会

西日本会場
東日本会場

10月31日～11月4日
11月21～25日

大阪府立総合青少年野外活動センター
静岡県立朝霧野外活動センター

実施地区 日程 会場

○キャンプディレクター１級検定会

西日本会場
東日本会場

2008年1月19～20日
2008年1月26～27日

国立オリンピック記念青少年総合センター
箕面市立青少年教学の森野外活動センター

実施地区 日程 会場

大阪府キャンプ協会

TEL 06-6942-5146（ユースサービス大阪内）

10月13日（土）～14日（日）
大阪府立総合青少年野外活動センター
会員・学生／6,000円、一般／7,000円（宿泊費・食事代含む）
どちらか１日のみ／3,000円
吉水泰彦（大阪府キャンプ協会　会長） 
大阪のキャンプをリードされてきた、吉水氏のお話を2日間
にわたり、伺います。

日 程
場 所
参加費

講 師
内 容

賛助会員募集のお知らせ
大阪府キャンプ協会では当協会を支援いただける賛助会員を募っております。
賛助会費（年間）　団体1口　10,000円／個人1口　3,000円
お問合せは事務局まで・・・。

※D1・D2共、いずれの会場でも受講可能です。ご都合にあわせて選択してください。

キャンプ安全の日
7月15日（日）
キャンプ安全キャンペーン期間
7月1日～8月31日

日本キャンプ協会では6年前から7月
の第3日曜日を「キャンプ安全の日」と
し、安全で楽しいキャンプの普及を
図っています。平成19年度のキャンプ
安全の日は7月15日（日）です。また、
キャンプの安全について考えるきっか
け作りの期間として、毎年7月1日～8
月31日はキャンプ安全キャンペーン
期間とします。

TEL 03-3469-0217

新会員名簿 （6月1日現在　敬称略　順不同）

西垣　幸造
新家　庸子
田中　那央
上田　奈央
嘉地絵里菜
加藤　郁恵
亀井久実代
桂華　麻希
吉崎菜央未
浅野三希子
岩井　慶子
宇野　友紀
浦田　哲良
大富　沙織
尾曲　　剛
木村　　大
斎藤　祐弥
田中　佳恵
田辺久美子
中島　健吾
濵上　琢磨
金　　弘子
市川　拓哉
乾　　一也
上井　英彰
清原　　敦
久次米雄太
河野　彰寛
平井　隆匡
廣田　雄亮
渡部　志宏
後藤　　優
山本　裕加
飯田　順也

池田　　聡
市川将太郎
一柳　武志
浦　真奈美
大江　　亮
大塚　　司
紙野　　俊
窪田　雄次
栗山有里枝
小山未紗記
芝本　美和
瀬戸口佑樹
竹本　貴洋
只川　雄二
立原　雄樹
田中　庸平
玉垣　宏基
辻　　大志
中田　正勝
中野　啓太
中野　　航
中村　省吾
中村　友美
中山　育美
西村　美喜
花野早希世
速水　　雅
平井　　剛
福井　俊也
前田　規江
増山　潤平
松下　智紀
松村　圭真
松山　裕文

丸笹　　愛
溝上　将矢
光木　　綾
峯島　貴之
宮本　泰輔
八嶋　光湖
八幡　智志
山本　沙織
山本　裕季
石川　幸乃
入江　仁美
大石　　究
表　　　結
川井　秀紀
川村　麗菜
高津　丈広
古段　佑児
坂井　達哉
菅原　光美
瀬尾　香織
十河　佳奈
千守　由華
土谷　剛史
戸田　千晶
葉田　雅和
本田雄市郎
松本　直人
丸尾　香菜
三谷　一葉
峰本　零央
元木　啓輔
山﨑美香子
石井あずさ
伊藤世理加

大西　正樹
緒方　理恵
加藤　敦生
木村　梨沙
小畑　友里
芝田　京子
芝本　菜加
清水　雄慈
新家亜友美
富森　円香
友次あずさ
日野　　誠
福岡　由希
福光　皓平
藤田　勇気
堀口　　遼
前田　　亮
松井　　翔
松川　真実
森田友里恵
板東　敦子
後藤美由希
柴山　潤子
榎　千賀子
浅野　勇人
真鍋　拓次
三輪　修也
上木　雷太
尼﨑加奈子
木下　智也
豊田ゆかり
宮﨑　麻帆
木村　恭子
谷田みどり

市吉　麻美
熊野　仁志
図子　雅一
町村　勇樹
三宅まどか
宮崎　好未
井上　美奈
谷口あゆみ
歴舎　由佳
井村めぐみ
植田　　徹
大内　元気
岡井　彩香
長船　克也
久米川恵理
合田　隆信
小玉　　歩
小林　幸代
玉田　将也
藤田　勝也
松川　敦美
松田　美幸
馬渡　冬青
吉田　紘太
和田　千明
北本竜太郎
坂詰　佳美
瀬之口雄紀
田中　美穂
山口　貢平
荒毛　諒真
鎌田　真衣
小山　香織
滝浦　良祐

塚本　　愛
中塚　英弥
邉見真奈美
松下　貴義
光成　将紀
元山　洋佑
森本　卓也
與田めぐみ
若山　雄太
乾　　紗菜
芋谷　好起
川見　真代
栗本　達典
小出　果奈
杉本　育恵
道姓　夕佳
徳田　拓也
中　　俊和
長瀬　亜衣
中田　将太
檜皮　真志
三浦　京子
宮本　綱太
柳　　克洋
渡辺　成生
浅田　陽子
池原　武彦
岡本　優光
蒲池　美香
国川　　翔
黒田銀次郎
佐々木健太
立石　鈴香
辻　　博行

永田杏由美
西畑あゆ美
藤原　知大
堀　倫太郎
松﨑　香里
松田沙也香
松村侑里香
池田　大起
稲葉　理紗
吉田　貴志
信原　拓人
前村　佳宏
南　　祥治
上野　真弓
緒方　雄一
三木ゆかり
田中　梨乃
加藤　香織
鈴木　佳奈
田中　優穂
増木　彰人
野島　康志
植田　健太
竹本　雅輝
渕上　俊輔
宮口　隼平
松川　　智
松野　友美
麻生久美子
石富　莉沙
浦前　由衣
吉川　　彩
久保明日香
熊井沙矢子

鴻池　佳世
杉本　彩香
坪内　吏恵
福澤万起子
前田明日香
武藤　美樹
山田　奈々
矢寺　純子
山﨑　琴美
渡辺沙央里
渡辺　千尋
大台　優子
重田　朱美
田辺　礼子
西田しおり
林　　容子
樋田　弥生
渕本　雅貴
矢口　琢磨
石原奈津子
芋谷　末次
大蔵　博幸
瀨口　悠生
西村　悦子
前原　卓磨
実藤　信和
本村　嘉子
吉川　佳奈
相奈良　律
大久保恭子
佐藤絵里子
中嶋　智栄
濵内　麻里
林　亜希子

藤田　祥弘
水谷　直義
山中　由美
吉田　安成
渡辺　　亮
池田　菜実
井上　慶彦
駒井　優一
村上　祐一
山本　拓磨
中西　勇介
出水　貴恵
今福　理沙
小西なつみ
澤　はる姫
竹内三和子
三好　英雅
山田　裕貴
福田　勝志
有山　　諒
岩梨　　霞
小川　　諭
坂本　佳子
上原　清華
渡部　　亮
石田佳陽子
渡邉かな女
吉岡真美子
阿部　良克
上田　智也
小園　一路
田邊　篤史
武田　　結
吉原　由美

光山　正洋
阪口　礼恵
石飛　元基
大谷　雅人
岡本　　慧
蒲原　一誠
坂井　正浩
坂田　奉廣
嶌本　大悟
高山　敦史
木村　朝美
栗野志津江
遠藤　誠治
北　　貴之
窪中　大祐
佐々木秀斗
末岡　直哉
竹垣　　旭
土井明日香
西山　真弓
田中　佑典
原田　　仁
三島　孝雄
服部　祐佳
山口　俊江
谷口　圭司
田丸　和樹
中村　尚也
柿田　　剛
鈴木　智也
中島　裕也
今福　寿恵

財団法人大阪市青少年活動協会　岡　猛

大阪CONE連絡会

「地域に根ざして、自然体験活動を考えよう」
  ～好きやねん自然体験！～
10月6日（土）～8日（月・祝）
大阪府立総合青少年野外活動センター
12,000円、学生／10,000円
（2泊3日の宿泊・食事・活動・保険等含む）
全国で自然体験活動を実施している指導者や興味のある方
が集まり、相互の理解を深め、お互いのスキルの向上を図り、
交流や情報交換など（基調講演、興味別アクティビィティ他）
NPO法人　自然体験活動推進協議会（CONE）
大阪CONE連絡会

テーマ

日 程
場 所
参加費

内 容

主 催

受付・お問合せは（財）大阪府青少年活動財団まで（メール又はFAXで）
Eメール o-cone@yso.or.jp　FAX 06-6942-2448

■第8回自然体験活動全国フォーラムin大阪
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キャンプ指導者講習会

「何もないけど、快適～！！」
　人は常に快適を求めます。実はキャンプの中ではその気持ちを持つことが
非常に重要なことです。「美味しい物を食べたい」「暖かく寝たい」「雨に濡れ
たくない」などのキャンプの中では、わがままと思えることが、キャンプ技術を
修得し、知恵を絞り、そして、工夫する気持ちを高めます。
　確かに、「様々な苦難に耐える」という非常に重要なキャンプのファクターも
ありますが、その中においても、少しでも快適に「生きよう」とする気持ち（少々
大げさですが）が重要なことです。
　今回は、まさに受講者に「快適に過ごそう」という「ワクワクする気持ち」を
持っていただける講習会であったと思います（？）
　今年の講習会は4月28日の日帰り講習と5月3日から5日にかけて、参加者
14名。17歳から35歳までと、ここ数年と比べて若い参加者が集まり、実習は
大阪府立少年自然の家で開催しました。
　今まで、当指導者講習会は、テント泊、全食炊さんという形態で行ってきま
したが、最低限のライフライン（水道、電源、トイレ）、本部機能や座講会場と
しての建物を有するキャンプ場で実施してきました。しかし、今回は、それらが
「すべてがない」ところで、おまけに携帯電話も圏外というところで実施しました。
　まずは、生活と講習会ができるように、宿泊用テント5張、集会用テント2張、
そして炊さん場所の設置から始まり、息つく時間もなく夕食づくり、水の補給、
暗くなる前にランプのセッティング、集会用テントのウォール設置と様々な
作業を次から次へとこなし、立派なキャンプ講習会場ができあがりました。

　当初、生活に要する時間が例年よりかかると予想され、講習時間の変更もやむを
得ないと考えていましたが、それは杞憂に過ぎず、予定どおりに実施できたどころ
か、食後には30分程度の自由な時間がとれ、受講者は散歩したり、ハーモニカを
吹いたり、昼寝をしたりと、ひとときの「森の癒し」を感じることができました。

　そのキャンプに集まった参加者の関係性が、重要なファクターであることは言う
までもありません。そのことにおいても、「何もない」ところで「快適性を求める」と
ひとりではできないことも多くあり、自ずと「助け合う」関係性が生まれてきます。
今回も年齢差は小さいものの、教員、会社員、学生など様々な職種が集まり、個々
の得意なところを活かし、また、新しいものにチャレンジもしました。　　　　
　実施前にはスタッフにとっても、「何もない」という状況から、今回の講習会は
多少の不安が残っていました。しかし、開催施設の多大なご協力の内に、無事終える
ことができました。また、あらためて、キャンププログラム自体が、人を育てる機能
を有することを、再確認できた3日間でした。
　あっ、そうです。天候に恵まれたこと。それも大きなことでした。

何もないところに…

テントサイトと本部の集会用テント出現！！

ロープワーク実習で作ったツリーハウスで
気分はトムソーヤ！？

指導者養成・会員事業部会　坂谷惠司
編集：大阪府キャンプ協会　広報部会
小畠英恵、城越幸一、武村尚史、中山羊奈、橋本啓、松田寿春
※ご意見・ご希望がありましたら事務局までお寄せ下さい

■4月17日（火）
■4月28日（土）
■5月3日（木・祝）
　  ～5日（土・祝）
■5月19日（土）

■5月20日（日）

■6月2日（土）
■7月8日（日）

広報部会（府立青少年会館）
キャンプ指導者講習会・講義（府立青少年会館）
キャンプ指導者講習会・実習
（大阪府立少年自然の家）
日本キャンプ協会総会・日本キャンプ会議
（東京・オリンピック記念センター）
日本キャンプ協会全国事務局担当者会・近畿ブロック会議
（東京・オリンピック記念センター）
総会・キャンプサロン（府立青少年会館）
近畿ブロック会議（キャンパスプラザ京都）

持続可能な自然体験活動 次の半世紀を目指して②
大阪府キャンプ協会15年・ユースサービス大阪50年を経過して
大阪府キャンプ協会　常任理事／大阪府立少年自然の家　副所長 焼野  嘉津人

　大阪府キャンプ協会もその活動が15年を経過しました。
私自身も勤続30年になりました。自然の中でのキャンプ
活動の魅力が勿論あって、様々な人々との出会いがあって
こそ続いてきたのだと思います。豊かな出会いを提供して
いこうという、『・・・協同と創造に満ちた楽しい生活・・・』という
活動の理念は、1967年の開所から、40年を迎える大阪府立
総合青少年野外活動センター（CAMP NOSE）の入り口に
今も掲げられています。
　先ず受け入れることから、そして、可能性を見つけること
を援助し、未来に希望を持たせることへと繋げていく。そこ
には、ユースワーカーとしてのキャンプディレクターを配置
し、活動の場とプログラムを提供するという条件整備を担う
ワーカーの機能が、不可欠であると考えられたのだと思い
ます。ユースワーカーという職責はシステムとして未だ定着
していませんが、『CAMP NOSE』では充実した運営のため
にその機能を目指していたのだと思います。1971年から
2年間、従事するスタッフの専門性向上のために『ユースワー
カーズ・トレーニングスクール』が行われました。内部職員の
研修として取り組まれたものですが、その背景には、専門職
としてのキャンプディレクターを育成していこうという意志が
あったのではないかと思います。ユースワーカーという名称
は定着しませんでしたが、専門的な資質を持ったスタッフを
育てることの必要性は、確実に意識されていくようになりま
した。その後、このカリキュラムは、大阪府青少年活動専門
指導者研修として広く参加者を募り継続されることになりま
した。私自身も受講したこの基礎コースが、現在までの持続
可能性を支える基盤となるまとまった研修であったと考え
ています。現在は『ユースワーカー養成講座』として、大学生
ボランティアや地域リーダーの育成研修として引き継がれて
います。
　持続可能な自然体験活動の次の半世紀への発展を考え
るとき、関わるスタッフの主体的な自己研鑽が必要だと思い
ます。組織的な教育キャンプが隆盛を呈していた時期には、
青少年活動の中心的な団体で事業運営の先頭に立つ方々

が、『組織キャンプ研究会』を形成し、事例研究やキャンプディ
レクターの相互研鑽を図っていました。1988年に私自身も
ようやくこの会に参加させていただけるようになり、大いに刺
激を与えられました。組織キャンプ研究会は、ある意味でイン
フォーマルな場の設定であったかと思います。所属団体の
バックグランドや立場にこだわらず、参加するものが考えや
成果をぶつけ合うような場でもあったと思います。この頃から、
構成団体の枠を超えて多様な事例も取り上げられるように
なり、関東圏との交流も始まったと記憶しています。意識を
もって自らの資質を高めていくということは、持続可能な活動
を推進していく上で大きな力になると思います。私もこのよ
うなインフォーマルな会の魅力を感じ勉強会を行い、1992年
大阪府キャンプ協会が発足されるまでの数年間、刺激的な
学びの場を楽しく進めることが出来、多くの資産が得られま
した。この年には日本キャンプ協会も社団法人となり、キャンプ
ディレクターの研修システムや大阪府キャンプ協会の事業
運営が充実し、自然体験活動の人材育成はより組織的に取り
組まれるようになっていきます。
　自然の中での体験学習の必要性は、益々そのニーズを高
めていくと考えています。持続可能な自然体験活動の、次の
半世紀への方向性を考えるとき、大阪方式の原点にあった
先人たちの意気込み、熱意に立ち戻ることが必要かと思い
ます。『CAMP NOSE』もそのハードが豪華すぎた面もあった
かもしれません。私達はもう一度、シンプルな自然のフィールド
をベースに、主体的な相互研鑽の場を作り上げてみてはどう
でしょうか。自らの立場を築きあげる力が育ち行くと思います。
少年自然の家でも研修プログラムの充実を図っていこうと
しています。事業運営の先頭に立っておられる方々は、本当に
多忙だとは思いますが、大阪方式のネットワークをもう一度
強固にしてみてはどうでしょう。緩やかに流れる時間とシステム
は、やはり人を育てる魅力を秘めています。相互研鑽と人材
育成の場として、『ユースワーカーズ・トレーニングスクール』
を再構築してみたいものです。

編　集／大阪府キャンプ協会
発行者／吉水泰彦
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