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より広い連携を目指し！
奈良のお水取りともに自然界は、冬の眠りからさめ、小鳥がさえずり、木々に
は新しい芽をつけるなど、自然の息吹を肌で感じる季節が到来、キャンプ場に
も子ども達の声が戻ってきました。
私たちの周りでは、ランドセルを背負って学校に通う新入生やこれから始ま
る学園生活に夢をはせる大学生など新しい生活がスタートしています。

また、キャンプを支えてくれる大学生のボランティアリーダーの募集も始
まりました。
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大阪府キャンプ協会も17年目のスタートを切りましたが、会員の皆さん
をはじめ社会の要請に応えられるよう、関係団体や関係者等との連携をさ
らに深め、各種事業に取り組んでまいります。
この冬、地域・施設・人材との融合をテーマに開催した「野外活動促進セ
ミナー」、事故事例や裁判事例等を通して、野外活動の安全ついて考える
「リスクマネジメントセミナー」、野外活動の実践者および研究者の発表と
今後の組織キャンプとその可能性について研究協議をする「関西野外活動
ミーティング」の事業を実施いたしました。
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これら事業は、日本キャンプ協会をはじめ近畿のキャン
プ協会、YMCA、大阪府青少年活動財団、野外教育学会や
野外活動関係者、施設等との連携協力により企画実施した
ものですが、内容が非常に充実、参加者の満足度の高い事
業となりました。その他、団塊の世代の方々を対象にした事
業や歩くスキー、スノーシュー等のウィンタースポーツ事
業も関係団体と連携して実施いたしております。
近年、野外活動施設の運営の担い手が指定管理者に代
わる等、キャンプの世界にも変化がみられますが、
これから
の時代は、団体や指導者、地域等との連携がさらに求めら
れます。各々の連携を強化し、キャンプ活動の充実・発展に
取り組んでいきましょう。

常務理事・事務局長

片岡弘尚
２面へ続く
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団体を越え「つな
がり」を大切にして
きた関西らしい「野
外 活 動 ミ ー ティン
グ」に来年は皆さん
も是非参加してみま
せんか！

「 関 西野外活動
ミーティング2008」
今、関西の野外活動をつなぐ
〜組織キャンプの行方とその可能性〜
2月23日
（土）、大阪府立青少年会館において関西の野外
活動・野外教育のさらなる普及と発展をめざし、
「 今、関西
の野外活動をつなぐ〜組織キャンプの行方とその可能性
〜」
をテーマに、
「関西野外活動ミーティング2008」
が開催
されました。研究・実践の各方面で活躍される方々、同時開
催されたDミーティング「野外活動からのメッセージ」
（講
師：兵庫県キャンプ協会会長桑田千照氏）から引き続いて
の参加者も含め、総勢90名が集まり、キャンプを様々な視
点から見つめた発表と活発な意見交換が行われました。

■研究発表
7題の研究発表では、キャンプ参加者のアンケート等が
数値化され、
さらに分析・処理が行われた
「キャンプの持つ
効果」を裏付ける内容が次々と発表されました。ベテラン
キャンプ実践者からは「さらにこんな項目も分析し、
キャン
プの価値や効果を示し、参加意欲の向上につながる研究を
深めて欲しい。
」
との期待の声もありました。

■実践事例発表
また、15題の実践
事例発表では、施設、
学校・園、NPO、財団、
協会という多様な主
催者が実施するキャ
ンプの報告が行われ
ました。
どの事例発表
もキャンプの特 徴や
工夫・課題が、現場の
実践事例発表
担当者の熱意と共に
伝わり、
自分たちの主催するキャンプへのヒントにしようと
熱心に聞き入る参加者の姿が目立ちました。

■シンポジウム
「今、関西の野外活動をつなぐ〜組織キャンプの行方と
その可能性〜」
をテーマに大阪体育大学学長永吉宏英氏、
桃山学院大学教授石田易司氏、大阪府青少年活動財団今
井 正 裕 氏 をパネリストにお 迎えし、神 崎 清 一 氏（ 京 都
YMCA総主事）
の進行で行われました。
社会問題に取り組んできたキャンプの歴史、組織キャン
プの今までとこれからの課題を共有し、キャンプにも多様
性が求められる今という時代だからこそ、従来から育んで
きたキャンプの価値
を大切にしながら、
そ
こに携わる私たち自
身が知恵を出し合い、
共に乗り越えてゆく
ことが 必 要であると
いうことを再認識す
る事ができた有意義
な一時となりました。
シンポジウム

多くの方が参加
プログラム（２月２３日）
11：30 Dミーティング
「野外活動からのメッセージ」
13：00 開会・オリエンテーション
13：20 発表 研究7題・実践事例15題（2会場）
17：00 シンポジウム
「今、関西の野外活動をつなぐ」
18：30 交流交換会
20：00 閉会

茨木市青少年野外活動センター

山内得世

（当協会専門委員）

野 外活動促進セミナー
〜野外活動における地域と
施設と人材の融合〜
野外活動促進セミナーが1月23日
（水）〜24（木）
の2日
間、大阪府立少年自然の家で44団体77名の参加者を迎え
開催されました。今回は、午前中に大阪府青年の家等連絡
協議会の総会が開催され、財団法人大阪府青少年活動財
団、大阪府青年の家等連絡協議会と、当協会の３団体での
共催となりました。
基調講演では、少年自然の家所長川北明男氏より、今回
のテーマに沿った形で、青少年を取り巻く環境と課題。体験
が少ない現状と施設の役割。
その役割を担うために、施設が
はっきりとした目的を設定し取り組む必要があること。
そし
て、
そのために施設が中心となり地域と人材を融合させ、施
設とプログラムをどう提供していくのか。事例を交えてお話
いただきました。
事 例 発 表 ①では、
「地域を活かす」
「施設
を活かす」
「 人材を活
かす」をテーマに、行
政・指定管理者・企画
運営の立場から、実際
に行われた事業や施
設運営の現状から今
後の課題などお話い
事例発表①
ただきました。
情報交換会では、参加団体の紹介も行われながら、にぎ
やかに夜遅くまで意見交換が行われていました。
2日目。
「野外活動施設の指定管理者制度を問う」
では、大
阪府キャンプ協会調査研究部会の冨山浩三氏（大阪体育大
学准教授）
より、指定管理者制度が導入されてから施設運
営がどう変化してきたか、初日に参加団体から採ったアン
ケート調査の結果を基に、発表いただきました。
事例発表②では、
「 地域・施設・人材融合の実践例」
とし
て、静岡県立朝霧野外活動センター所長吉田大郎氏より、
指定管理者制度以前からの地域とのつながりを壊すことな
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野外活動促進セミ
ナーが1月23日（水）〜
24（木）の2日間、大阪
府立少年自然の家で44
団体77名の参加者を迎
え開催されました。今回
は、午前中に大阪府青
年の家等連絡協議会の
総会が開催され、財団
法人大阪府青少年活動
調査研究報告
財団、大阪府青年の家等連絡協議会と、当協会の３団体で
の共催となりました。
基調講演では、少年自然の家所長川北明男氏より、今回
のテーマに沿った形で、青少年を取り巻く環境と課題。体験
が少ない現状と施設の役割。
その役割を担うために、施設が
はっきりとした目的を設定し取り組む必要があること。
そし
て、
そのために施設が中心となり地域と人材を融合させ、施
設とプログラムをどう提供していくのか。事例を交えてお話
いただきました。
事例発表①では、
「地域を活かす」
「施設を活かす」
「人材
を活かす」をテーマに、行政・指定管理者・企画運営の立場
から、実際に行われた事業や施設運営の現状から今後の課
題などお話いただきました。
情報交換会では、参加団体の紹介も行われながら、にぎ
やかに夜遅くまで意見交換が行われていました。
2日目。
「野外活動施設の指定管理者制度を問う」
では、大

箕面市立教学の森野外活動センター

武村尚史

（当協会専門委員）

野外活動指導者のための

安全対策グッズの紹介、
リスクマネジメントエクササイズ
体験が行われました。目に見えるプログラムだけでなく、
目に見えない安全面・理論・価値観の構築に力を入れるこ
との重要性を新たにした一日目となりました。
二日目には「心のリスクマネジメント」
「 キャンプで使う
刃物の使用法と手入れの方法」
「 食が育むキャンプの安
全」
「 野外活動にお
ける救 急 法の実
際 」と い う 4 つ の
テーマで選 択プロ
グラムを行い、少人
数 ワ ー クショップ
で の 密 な 情 報・意
見 交 換がなされま
した。
午後の講演では
「
野
外活動で発生
刃物研磨実習に取り組む参加者
する法 的 責 任と判
断」
というテーマで樽谷法律事務所の樽谷進氏より、陪審
員制度のお話も含めて過去の事故事例を基に引率者・当
事者の過失割合や判決内容など具体的なお話をいただき
ました。
今年で大阪開催が3年目となり、年々参加者が増えると
同時にリスクマネジメントへの関心・必要性が高まってい
ることを感じた2日間となりました。
プログラム
1日目（2月2日）
14：00 開会
14：15 基調講演「今、予測力が事故を防ぐ」
15：45 提言「最近の事故事例から学ぶ、野外活動の安全」
17：00 情報提供「安全グッズ 紹介」
17：30 実習・RME体験
「楽しく学ぶ、
キャンプの安全」
19：00 夕食・交流会
2日目（2月3日）
9：00
受付
9：15
演習 選択プログラム

リスクマネジメント

「心のリスクマネジメント」
「キャンプで使う刃物の使用法と手入れの方法」
「食が育むキャンプの安全」
「野外活動における救急法の実際」

セミナー
社団法人日本キャンプ協会と財団法人関西テレビ青少
年育成事業団の主催で、2月2日（土）、3日（日）の2日間、
『野外活動指導者のためのリスクマネジメントセミナー』
が大阪府立青少年会館で開催され、92名の野外活動関
係者に参加いただきました。
基調講演は『今、予測力が事故を防ぐ！！〜スキー事例
をもとに〜』
というテーマで、福井大学教育地域科学部准
教授水沢利栄氏のお話をうかがいました。責任を回避す
るために自己責任を押し付けるのではなく、自己判断をす
るための情報提供を
しっかり行うことが
重要であるというお
話には、今後の野外
活動における安全対
策に大きなヒントと
なりました。
続いて、最近の事
故事例から学ぶ野外
活動の安全について
の 提 言 や 野 外 活 動 リスクマネジメントエクササイズ実習風景

13：00
15：00

講演「野外活動で発生する法的責任と判例」
閉会

（財）関西テレビ青少年育成事業団

坂本真由美

（当協会専門委員）

リスクマネジメントセミナー参加者の声
今年も新たな技術と知識を学ばせていただきま
した。
技術面では、刃物の手入れを実践しました。刃を一
定の角度に保つのに奮闘しましたが、少しずつ錆がと
れていくのは心地よく、道具の手入れも大事なリスク
マネジメントだと実感しました。知識面では、樽谷先
生から「裁判所はボランティア活動の過失について、
免責にはしないが過失割合を軽減して配慮する」
とい
うお話を聞きました。安心したというのが本音ですが、
だからといって気を抜くのではなく、
より一層リスクマ
ネジメントを徹底していかなければと気持ちが引き締
まりました。
参加者が両日70人超、愛媛・福岡でも開催されると
のことで、この研修の輪が広がっていることを強く感
じました。
（豊能登山クラブ 圓岡美幸）
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’08 ウインターアウトドア体験 IN 朽木
たっぷりの雪の中で
大阪府キャンプ協会と（株）北口山スキー研究所の共
催で、2月16日(土)〜17日(日)の一泊二日、高島市森林
公園「くつきの森」(旧朝日の森)周辺を会場に、
「 '08ウイ
ンターアウトドア体験IN朽木」が開催されました。夜一晩
だけで50㎝の積雪があり、たっぷりの雪の中で実施しま
した。
宿舎の麻生里山センター(旧ガールスカウトトレーニ
ングセンター)に現地集合。初日は、スノーシューからス
タート。楕円で大きな接地面をもつスノーシューを装着、
講師の北口山スキー研究所の木村さんを先頭に朽木の
森を散策。キュッキュッと新雪を踏む感触が心地よいツ
アーでした。
宿舎に戻って、次はテレマークスキー。最初は平らな場
所を使って道具の感触をつかむことからスタート。ストッ
クで雪面をしっかり押さえながら「歩くこと」から徐々に
「歩く＋滑り」へとレッスンが進んでいきました。
2日目の午前中はテレマークスキーを使ってのミニ・ツ
アー。旧アサヒキャンプ
朽 木 村 のサイトを通り
過ぎ、林道がなくなる地
点を目指しました。最終
地 点の峠は太 平 洋と日
本海を分ける分水嶺に
ダウンヒルを目指して
あたり、
雪が 解けても、
斜面を登る参加者

分水嶺へと続く樹林帯を

峠のこちらとあちら
テレマークスキーで進む
では流れ出す先が
大きく違うことにな
るポイントです 。木
村さんが「 朝日の森
が開かれた頃は低
かった 樹 木 の 間 を
滑った 」ということ
が 信じられ な い ほ
ど、今では成長し深い森になり、ちょっとした探検気分にな
りました。
午後は、いよいよダウンヒルに挑戦。雪はたっぷりあった
のですが、テレマークスキーにはやや重かったため、テレ
マークターンの練習を中心に緩やかな斜面を滑りました。
最初はおっかなびっくりでしたが、慣れるにつれ、独特のテ
レマーク姿勢に少し近づけたような気がします。
皆で夢中になったため、気がつけば終了時刻を過ぎてい
たほど、熱の入ったスキープログラムとなりました。人数は
少なかったですが、冬の湖西の魅力を十分堪能することが
できました。来年度以降も冬のアウトドアの楽しみを皆さん
にご紹介していきたいと思っています。
インターフェイスLLP 益田博
（財）大阪府青少年活動財団 後藤聖司
（指導者養成・会員事業部会）

・
・
・
・
・キャンプ50年の団体増加・
・
・
・
・NPO化の傾向も・
・
・
・
・社会へのアピール強化を・
・
・
・
・
昨年は世の中が倫理観も秩序もな
くしたような大変な1年でした。年金
記録のずさんな処理、政治の変動、政
治と金、汚職と収賄、ころころ変わる
大臣。食べものの白い恋人、混ぜてし
まえば分からんやろとミートホープ、
伊勢の赤福、同じくお福、博多の明太
子、比内鶏が廃鶏だったり、次々と表
示偽装や賞味期限の改ざん。大阪の
老舗料亭船場吉兆までも原材料偽装
など。ずーっと消費者の我々はだまさ
れ続けてきた食品不信が続々…。今
年に入っても、中国製の餃子によるト
ラブルが発生して不安は止めどなし。
また、親の子殺し、虐待、育児放棄、
給食費などの義務放棄。殺人などの
ニュースは毎日の話題で、またかいな
…という麻痺感覚の日常。万引きで缶
ビールを盗み、飲みたかったから…追
われたから刺した、と殺人。何とも情
けない日本。何を信じてよいのか不安
定 な 社 会 に なったなぁーと誰しも
思っているのではないか。
政府公報の子ども教育委員会「喧
嘩したらアカンといいながら大喧嘩し

当する策などを提案しているが、北海
道サミットで成果が上がるのだろう
か。
国家百年の計などは今の社会に
大阪府キャンプ協会会長 吉水泰彦
はなくなったのか…何でも
「極めて遺
憾、改善に努めます…」で容認されて
良いのか憂う。
こんな厳しい世情の中で、昨年もい
ろんなキャンプが 実 施された。出会
ウ、見ル、知ル、
タイケン・・でウルルン
ている親…どっちやねん」…「人を信 ではないが、多くの出会いがあり、新
じなアカンと言いながら、外へ出たら しい体 験がなされた。みんなで作る
人には気いつけや…一体誰を信じた キャンプの小社会は健全でイキイキ
らええねん」…。そこで大阪では「親 とし、協同と創造にあふれ、世情とは
が変われば…子どもも変わる…」と 違う共生の生き方を描いている。長年
にわたり築いてきたこんな「キャンプ
親の変化に期待。
一方、地球規模では温暖化の一段 の世界」が日本のモデルになるのは何
の進展による北極の氷の融解によっ 時なのだろうか。
文科省がやっとキャンパーの成長
ての水位上昇で、危機を感じている
国などは環境危機時計が「極めて不 や従事する青年リーダーの発達効果
安」の時刻を示しており、世界平均値 に興 味を示して、全 国で「 一 週 間の
でも9時31分と極めて不安の枠内に キャンプ」のモデル事業を展開するよ
入った。
ドイツは京都議定書の範囲 うである。このチャンスを逃さずア
「 よいキャンプは
でのCO 2の削減に持ち込む自信を示 ピールして欲しい。
し、紙の使用量なども減量している。 子どもを変える…」そして親も社会も
変化させて欲しい。
日本は他国の余剰枠を買い上げて充

ファイアーサイドのおしゃべり

・
・
・
・
・5Cの強化・
・
・
・
・チェンジ・
・
・
・
・チャレンジ・
・
・
・
・コラボレーション・
・
・
・
・ケアー・
・
・
・
・キャンピング・
・
・
・
・
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ポ ラリス

キャンプへの思い
キャンプへの思い

忘れられない キャンプ

キャンプってすばらしい

東大阪市立野外活動センター
河原崎好貴

特定非営利活動法人ナック
佐藤眞史

子どもの頃はボーイスカウト活動をしてきたんですが
一番記憶に残っているのは、世界ジャンボリーとか大き
な事じゃなくって、班のみんなで行った訓練キャンプなん
ですよね。
中学生だけのグループで計画を立てて、大きめ
のA型テントや飯盒などの炊事用具、食材、
自分の荷物を
キスリングに入れたり吊るしたり縛り付けたりして、必死
に山を上がって、
テント泊、
自炊、技能訓練をするだけの
内容だったんですが、
山の中を走り回ったりテントの中で
話をしたり、特に大層な事をしたわけじゃないんですが、
頑張ったぶん楽しかったんですかね。
いまはキャンプを仕事にさせてもらってるので、
リー
ダーにも子ども達にも大人になったときに、
「あのときの
プログラムが楽しかったなぁ〜」
じゃなくって
「あのとき
のキャンプは楽しかったな〜」
って思えるキャンプを記憶
に残してあげたいと思ってやっているんですが、
まだ先は
長いですね。

「山菜を食べよう」
大阪 YWCA

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…

平井佐津紀

のも
とおいしいです。この写真
たらの芽 天ぷらにする
待た
少し
もう
には
て食べる
のはまだ出かけなので、採っ
なくてはいけません。

春になりだんだん暖かくなってくると、野山では草木が
いっせいに芽を出します。昔は、
この芽を採って山菜とし
て食べていました。最近では、
スーパーでたらの芽やふき
のとうを簡単に手に入れることができるようになりまし
たが、山菜採りのだいご味はなんといっても季節を感じ
ながら野山を歩き、
自分で採って食べるという一連の体
験ができることではないでしょうか。
それは、
日頃の私た
ちの食生活をふりかえる、
いいきっかけになるかもしれま
せん。

「何となく楽しそうだから」
という単純な動機でボラン
ティアとして関わり始めたキャンプ、気がつけばリー
ダーを卒業し、
プロとして関わってもうすぐ3年になろう
としています。キャンプを続けていく中で、何のために
やっているのか、何の役に立つかを考えるようになりま
した。そして、
「 未来を担う子どもたちのため」、
「 将来親
になる自分のため」、
ここに書ききれないほどの
「何か」
を
自分なりに見つけることが出来たような気がします。
リーダー時代、その「何か」が見つかったときには、
も
う止まりませんでした。
「この活動はこんな風に役に立つ
んだ！！」
と人に語り、思いっきりキャンプにはまっている
自分がいました。
私達にはキャンプをやることで何かの役に立つという
使命があり、そのための方法が目の前にあり、それを毎
回やっている。
そして、
まわりには仲間がいます。
こんなすばらしい活動、他に見つけることができます
か？？

山菜にはいろいろ種類があり、食べる部分も様々です。
ウドやワラビのように若い芽を食べるもの、たらの芽（タ
ラノキ）やコシアブラのように若い木の芽を食べるもの、
ツクシやふきのとう
（フキ）
のようにつぼみを食べるものな
ど。
また、わさびは一般に根茎をすって薬味として使いま
すが、出たての新鮮なものであれば、茎や葉、花まで全部
食べることができます。お湯にさっとくぐらせてお浸しに
すると、
わさびの風味がしてとてもおいしいです。
では、山菜はどこに行けば見つかるのでしょう。春の山
菜は芽を食べるものが多いのですが、
こういったものは日
のよく当たる場所に多く生えています。たとえば川の土
手、田や畑のまわりのよく草刈りされいる場所、道ばたや
道路沿いの斜面などです。一つ見つけると周りにたくさん
生えていることがあるので、注意してさがしてみましょう。
また、出てくるところは毎年だいたい同じなので、場所を
覚えておくのもいいでしょう。
最後に、山菜を採るときに気をつけたいことをいくつか
あげておきます。採った山菜をむだにしないよう、食べら
れるだけ採るようにしましょう。採るときは食べられる部
分だけにし、根ごと引き抜いたりしないようにしましよう。
こうすることで、植物によっては次の年も芽を出すものも
あります。
また、山菜の生えている場所は耕作地のまわり
が多いので、田や畑に踏み込んで荒らすことのないように
しましょう。
山菜は山の中まで行かなくても、
わりと身近に見つける
ことができます。最近は、写真入りで分かりやすい山菜の
図鑑もたくさん出版されています。図鑑を片手に外に出か
け、
チャレンジしてみてください。
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利用者サービスが向上するかと思いきや、意外と新たな
改革が顕著に現れなかったのは残念でした。
これは施設
第2回キャンプサロン 報告
側に改革の意識はあるものの、利用者側の混乱を招かな
いなど従来のノウハウを引き継ぐなど堅実的な方法を選
んだと考えられます。施設の変化の出し方にも苦労して
いる姿が浮き彫りになりました。地元の新鮮な食材の使
用や空調、床のフローリングの改装、事務機器貸し出し
公共施設の運営に指定管理者制度が導入され、指定
サービスなど、今後、そういった試みが多く見られるもの
管理者も一巡するところも出てきました。昨年から今年
と期待されます。一方、閉鎖される施設も出始めている
にかけて更新時期に入る団体もあるなか、大阪府キャン
ことから、老朽化など運営の深刻さも出てきています。今
プ協会調査研究部会では、今年度、全国の都道府県、市
後施設からの回答数が増えることにより、データ分析そ
町村立の野外活動施設を対象にアンケート調査を行い、 のものが変わることも予想されますが、後に作成する紀
冨山浩三・大阪体育大准教授がデータを分析、このキャ
要でまとめる予定。
ンプサロンで中間報告としてまとめました。また、指定管
次に、てい談に移り、まず西川泰行・里山の自然学校
理者として施設運営に携わる西川泰行・里山の自然学校 「紀泉わいわい村」所長が施設の状況を説明。施設は府
「紀泉わいわい村」所長を中心に、冨山氏と制度の実情
の環境農林水産部の管轄にあり、今年は更新されたもの
をよく知る今井正裕・日本キャンプ協会指導者養成委員
の、5、6年後は新たな結果を出さないといけない苦労話
の3人によるてい談を行い、制度の考察を深めました。
をうかがうこともできました。施設の運営は、年中無休や
生ゴミ処理にコンポストを使用するなど、ゴミ持ち出し
・と き：2008年２月28日18時45分〜20時45分
なしのゼロ・プロジェクトの実施、無農薬野菜など安全
・ところ：大阪府立青少年会館研修室
な食材の提供をめざし、また地元の人や森林ボランティ
まず、冨山浩三・大阪体育大准教授は500施設以上の
アなど多くの人材の活用など斬新な手腕を披露しまし
内、現在回答のあった56施設に対し分析を行い、指定管
理者制度に移行し、
どのような移り変わりが見られたか。 た。さらに今井正裕・日本キャンプ協会指導者養成委員
が、1950年代から今日までの世相と施設の移り変わり
また指定管理者制度の主目的である利用者のサービス
を歴史観点から今後の施設のあり方を述べました。事業
の向上は見られたかどうかを調べました。56の施設の
の乱立、さまざまな団体・グループが事業を打ち出す中
内、65％が直営、指定管理者制度は35％。直営のほとん
で、
施設の「個性化」
「 住み分け」の必要性を説きました。
どが市町村立の施設に見られ、
しかも契約の形態では随
また、
新たに社会にアピールしていくことの大切さを認
意と公募が半々と、まだまだ制度の移行が遅れているこ
識し合い、閉会しました。
とがうかがわれました。利用者数の変化では、増える傾
（社福）朝日新聞厚生文化事業団 中村茂高
向が見られたことは望ましい。
しかし一方、制度に移行し、

大阪府キャンプ協会

調査研究部会

指定管理者制度の
施設運営を問う PartⅡ

（調査研究部会）

大阪アウトドアフェスティバル2008
報 協力や、
（ 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。二年
前からは家 族 向けに、
「自然パビリ
オンがやって来た！！」というコンセ
プトでブースレイアウトを演出し、
“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、二日間
で約1,000名の親子（幼児から小学
生世代を中心に）がクラフト作りに
挑戦。特に今年はステージ真横に配
置され、多くの方々で賑わいました。
会場となったインテックス大阪4・
5号館には、キャンピング・カヌー・
フィッシング・マウンテンバイク・ト
レッキング・ツーリング・ガーデニン
グなどの関係業者を始め、ジャンル
を超えたアウトドア業界の各社が数
多くブース出展をし、どのブースも
終日、
「 アウトドアファミリー」で賑
わっていました。
特設プールも設置され、子ども達
「シカヘル（鹿の角の重さを体験できるヘルメット）」 はカヌーなどの体験プログラムにも
早 春の3月、大 阪アウトドアフェス
ティバル2008が、
「 地球に飛び込め！」
をテーマに、今年も、大阪・南港、イン
テックス大阪で開催されました。
今年で15回目となるこの催し物は、
“日本最大級アウトドア・レジャー総合
展示会”と銘打たれる通り、その時々の
話題の内容を盛り込み「キャンピング
カーショー大阪」、
「カヌーショー大阪」
等との合同開催で、約7万人の入場者
が二日間にわたり会場を訪れました。
大阪府キャンプ協会では、六年前か
ら、このアウトドアフェスティバルを応
援するため後援団体の一つとなり、広

の体験コーナーも人気でした！
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2日間、多くの家族連れでにぎわいました！

挑戦することのできる、体験型フェ
スティバルでもありました。
また、近年の傾向として「アウトド
アを町づくりに活かそう」
と、キャン
プ場ネットワーク団体・自治体関係
団体なども、ブース出展や、ステー
ジでのＰＲを行い、
「ふるさと自慢発
信」フェスティバルとしての側面も
目立ってきています。加えて、
「 自然
派志向」、
「 環境重視」、そして「本物
志向」といった「21世紀のアウトド
アの方向性」を感じとることのでき
た 、今 年 の 大 阪 アウトドアフェス
ティバル2008でした。
事務局

今井正裕
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大阪府キャンプ協会では、キャンプに関するイベント、事業情報、出版物の案内などをお知らせするメールマガジンを発行しています。ホームページからご登録ください。
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大阪府キャンプ協会

日本キャンプ協会

各事業の詳細はHPでもご覧いただけます。

■キャンプ指導者講習会
日 程 理論：4月26日
（土）
実習：5月3日
（土・祝）〜5日
（月・祝）
場 所 理論：府立青少年会館
実習：六甲山YMCA
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
※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）

BUC対象
■第12回日本キャンプ会議
〜CAMP MEETING IN JAPAN〜

日 時 5月24日
（土）
＜実践発表＞13：00〜19：00
＜懇親会＞19：15〜21：00
場 所 国立オリンピック記念青少年総合センター
内 容 国内外の様々なキャンプの報告や野外活動に
関する研究の発表・情報交換等。
対 象 一般
定 員 200名
参加費 ＜事前＞会員・学生2,000円、一般2,500円
（5月14日までに申し込んだ場合）
TEL 03-3469-0217

■家族的野外活動学校（ファミリーキャンプスクール）
日 程 7月26日
（土）〜27日
（日）
場 所 東大阪市立野外活動センター
内 容 テント設営やダッジオーブンを使った野外料理、
ハン
ドクラフトにロープワーク等、家族で一緒にキャンプ
テクニックを学ぼう！
対 象 家族（子どもを含む）
定 員 10家族

総会のご案内
大阪府キャンプ協会 平成20年度総会を下記
ご出席ください。
の通り予定しておりますので、

（日）10：00〜14：00
日時：6月1日
キャンプサロン、情報交換・交流会
総会、
会場：府立青少年会館
TEL 06-6942-5146（ユースサービス大阪内）

事業

日本野外教育学会

■日本野外教育学会第11回大会「びわこ大会」
日 程 6月13日
（日）
（金）〜15日
場 所 びわこ成蹊スポーツ大学および琵琶湖、比叡
山、高島市
テーマ 「自然とともに生きる」
内 容 6月13日
：オープニングクルーズ
（金）
：口頭発表・基調講演・分科会
（土）
6月14日
基調講演：嘉田由紀子氏（滋賀県知事）
「琵琶湖に育まれる人の暮らし」
：口頭発表・ポスター発表
（日）
6月15日
参加費 （事前納入時・懇親会費別）
13〜15日 13日のみ 14・15日のみ
一般会員 12,000円 6,000円 7,000円
学会
学生会員 8,000円 5,000円 4,000円
非会員（抄録代含まず）10,000円 6,000円 5,000円
問合せ 日本野外教育学会第11回大会 実行委員会 事務局
〒520-0503 滋賀県大津市北比良1204
びわこ成蹊スポーツ大学 中野友博研究室内

★研究紀要
「野外活動施設の指定管理者制度を問う〜Part2〜」

TEL/FAX 077-596-8480 E-mail nakano@bss.ac.jp

500円（実費頒布）
5月中旬ごろ発刊予定です。
ご希望の方は事務局までご連絡ください。

★ブックレット⑯「吉水泰彦のキャンプの世界」
昨年度開催しましたCD塾
「吉水泰彦のキャンプ
の世界」
はブックレットに編集作業中です。
ご期待下さい！

お悔やみ
去る平成19年12月8日、大阪府キャンプ協会元常任理事・
（財）大阪市青少年活動協会総務部長 岡猛氏がご逝去され
ました。
（享年55歳）
設立当初より、専門委員
（平成4〜11年）、専門委員長（平成
8〜9年）、常任理事（平成8〜13年）
として、
当協会の発展にご
尽力賜ったことに感謝し、
ご冥福をお祈りいたします。
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「女性への暴力」は「子どもへの暴力」
大阪府キャンプ協会 理事／大阪YWCA 総幹事

大阪YWCAでは、2008年度の行動計画のひとつに、
女性への暴力の問題に取り組むという課題をあげてい
ます。そもそもこの問題に取り組み始めたのは、1995
年の北京女性会議で「女性への暴力」が重点課題として
取り上げられたことがきっかけとなっています。これま
で家庭内、職場、学校といった日常生活の中に、さまざ
まな形で潜在していた「女性への暴力」が、この言葉に
よって顕在化し、社会に認知されたといえるでしょう。
同年の阪神淡路大震災の直後、
「こころのケアプロ
ジェクト」を組織し、被災地での救援活動を行いました
が、大きな自然災害の中で負った傷つきや怒りや悲しみ
が、被災者間の弱いところに、暴力として出てくることも
実感しました。
この「こころのケアプロジェクト」は、今で
は「NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター」
と
なって幅広い被害者支援活動を行っています。
その後の1999年、文部省（当時）の委託事業として、
「女性に対する暴力被害者のためのサポーター養成事
業」を東京と大阪の二ヶ所で実施した折、大阪では、サ
ポーター養成を男性だけに的を絞って行いました。助け
を求める被害女性が一番最初に出会うであろう支援者
たち、たとえば、警察官、救急隊員、病院の医師、弁護士
などは圧倒的に男性が多いからです。被害女性が心身
消耗している状態のときに、心無い言葉や、ぞんざいな
対応に傷つくという二次被害を、少しでも避けるためで
した。幸いなことに、警察官、医師、弁護士、消防隊員、公
務員、教師、牧師といった男性たちの熱心な参加があ
り、その後も数年間、参加男性たちとはネットワークを
作り、関わりが続きました。今は、それぞれの持ち場で、
このときの学びを生かしてくださっていることを願って
います。
以降、支援者養成だけではなく、当事者のための「夫
婦関係を見直す講座」や、
「DV（ドメスティック・バイオ
レンス）加害男性のための脱暴力プログラム」を実施す
るなど、
「女性への暴力」の問題に一貫して取り組んでき
ました。そして2005年には、念願であったDV被害女性
とその子どもたちの自立回復のための中長期支援施設
「ステップハウス」を開所するに至りました。
と、ここまで書いてきて、強く実感することがありま
す。それは、
「 女性への暴力」は、
「 子どもへの暴力」でも

谷川いづみ

あるということです。家庭内の暴力に日常的にさらされ
て生活するということが、子どもたちの心身の成長にい
かに大きな影響を与えるかということです。子どもたち
もまた、大きな被害者なのです。
これは、私自身の体験で
すが、小学生のころ一度だけ、父が母を怒鳴って強く肩
を押すところを目撃したことがあります。いつも仲がい
いと思っていた両親であっただけに、その夜は衝撃で眠
れませんでした。その時の気持ちは大人になった今でも
忘れることができません。暴力を目撃することは、特に自
分の大事な両親が争っているところを目の当たりにする
ことは、大変な傷つきとなります。それが日常的になった
場合、子どもたちが、大きな不安を抱えて生きることに
なることは、容易に想像がつきます。また、多くの場合、
暴力は、母親から子どもへ、
また兄弟の上から下へ、そし
て学校におけるいじめといったように弱いところに向
かっていきます。実は暴力は、私たちの周りに溢れてい
るのです。見ないようにしているだけで、その気になって
周りを見渡せば、自分自身も含めていっぱいあることに
気づかされます。自分の親を簡単に殺してしまったり、
また、反対に自分の子どもを殺してしまう親もいます。
殺人にまで至らなくとも、心の奥底に耐え難い思いを抱
えて生き延びている大人や子どもが多いように思えて
なりません。
人は誰でも、安全で幸せに生きたいと願います。私た
ちにできること、それは、私たち大人の一人ひとりが、家
でも、職場でも、学校でも、
どこででも、率直で、誠実で、
対等な人間関係を築く努力をすること。そして、そういう
大人たちの姿を子どもたちに見せることが、小さいけれ
ども平和に生きていくことの一歩であると最近つくづく
思うのです。
キャンプは、日常から離れた出会いと体験の場です。
子ども達が様々な大人と出会い、日頃とは違う人間関係
を体験することが、不安な気持ちの支えとなったり、暴
力の連鎖を断ち切ることに、少しでも繋がることを願っ
てやみません。また、キャンプに関わる私たち大人の人
間関係のとり方や、使う言葉など、一挙手一投足が常に
子ども達の視線の中にあるということを忘れてはならな
いと思います。

■1月15日（火）
広報部会（府立青少年会館）
■1月23日（水）〜24日（木）野外活動促進セミナー（府立少年自然の家）
■1月30日（水）
部会長会議（府立青少年会館）
■2月 2日（土）
・3日（日） リスクマネジメントセミナー（府立青少年会館）
■2月14日（木）
専門委員会（府立青少年会館）
■2月16日（土）〜17日（日）ウィンターアウトドア体験IN朽木（麻生里山センター）
■2月23日（土）
関西野外活動ミーティング2008（府立青少年会館）
■2月28日（木）
キャンプサロン（府立青少年会館）
■3月 5日（水）
常任理事会（府立青少年会館）
■3月14日（金）
理事会（府立青少年会館）
■3月22日（土）
日本キャンプ協会 総会（東京・オリンピック記念センター）
■3月23日（日）
日本キャンプ協会全国事務局担当者会（東京・オリンピック記念センター）

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

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。

