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新しい出会いがあるかもね。

大阪府キャンプ協会　理事／堺市青少年活動協会　理事　清家　昌弘

事務局日誌

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
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堺っ子が育つ地域づくり
　「モノ」が溢れているのに、「モノ足りない顔」、暇
はできたのに「ゆとり」のない顔、雑踏の中で、ふと
感じる孤独感・空虚感・・・生活が外部化と個人化
を進め、快適・便利で、高効率と高スピードになり、
一方で、人と人・地域の「つながり」は希薄になっ
た。青少年に必要な「時間・空間・仲間・間・居場
所」が減少した。また、社会規範がゆらぎ、ボーダ
レス化、マニュアル化、デジタル化、ブラックボック
ス化、が進んでいる。プロセス（生活体験）より結果
（映る成果）が大切になる。一体、どこまで行くのだ
ろう。予見の困難な時代である。
　私は幸いにも、公務員人生の約半分を「青少年
教育行政」に関わった。ふりかえれば、密度の濃い
時代と直面する仕事であった。次々と現実を反映
する、飲酒・喫煙・万引等非行対策、事件対応・いじ
め、有害図書・ポルノコミック・自販機、ダイアルＱ
２、薬物乱用、暴走族、ビデオ・カラオケ、子ども会
活動、青少年指導員活動、条例検討、連続幼女殺人
等々、議会・学校・府他市・警察・市民団体・地域等
との会議・調整・連絡、情報提供等に明け暮れた。
　当初から、単純な疑問があった。「健全育成」は、
巨大な投資と膨大な手間隙がかかるが、成果があ
まり実感できない。それに常に「後追い」の感が否
めない。現れた問題行動への、事後的・個別的対策
から、「子どもの成長発達を促す社会的要因を、具
体的に制御する働き・システム」が必要ではない
か？現場の研究者・指導者・実践者の意見を聴き、
集約した。
　教育というのは、他者とのかかわりの中で（相互
関係を通して）自らを育てていくプロセスであり、
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広報部会（府立青少年会館）

家族的野外活動学校
（東大阪市立野外活動センター）

“素敵世代”野外学校
（府立総合青少年野外活動センター）

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。

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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教育のねらいは、個人の行動における変化と成長
である。青少年の成長・発達は青少年自身の生活
全体の結果である。青少年時代は、単に人生の部
分ではなく、基礎である。青少年の施策は、未来の
「良き市民を育成する」のみならず、青少年の生活
全体の「現実の質」を高めるものでなければならな
い。そこで政策化したのが「堺っ子を育てる」運動
である。
　「まちづくり」の視点からの、青少年を中心に据
えた「地域の子どもに関心を持ち、ともに語り・考
え・模索するプロセス」、「良い町は、良い子が育つ
町である」をスローガンに、健全育成に資する、望
ましい社会関係づくりのシナリオのある場と、地域
資源を適正配分する。条件整備は行政の得意な役
割である。「育てる」地域から「育ちあう」地域への
移行である。「どう育てようか」＋「自分にはなにが
できるか」＋「協働」が「地域の教育力」を形成する。
行政への「市民の参加」ではなく、市民の生きる活
動への「行政の参加」なのである。
　教育委員会「青少年教育課」は、いまでは市長部
局の「こども青少年局」になり、これら進め方・方法
は、現在も堺市の「堺元気っ子づくり推進事業」に
受け継がれている。
　人は、他の人間と共に（社会関係の中で）、文化
（シナリオ）を受け、社会資源を活用し生きている。
「ヒト」と出会い、「モノ」・「コト」が織りなす「モノガ
タリ」が、一人ひとりの青少年にとって「幸福な物
語」となることを願っている。舞台・背景は、いかに
変わっても、主役は常に青少年自身なのである。

■7月15日（火）

■7月26日（土）
　　　～27日（日）

■10月11日（土）
　　　～ 12日（日）

　夏休みに入っての最初の週末7月26日～27日。今年で５回目を迎える家族的野外活動
学校は、９家族27人の参加者を迎え、東大阪市立野外活動センター「自由の森なるかわ」
で開催しました。「自由の森なるかわ」は、生駒山頂から信貴山へ向う途中「府民の森な
るかわ園地」の南端にあり、標高400ｍのキャンプ場です。暑い日が続く今夏でしたが、標
高のおかげで日中も比較的過ごしやすい2日間でした。
　また、今回は初めての試みとして、この春に開催した「キャンプ指導者講習会」でキャ
ンプインストラクター資格を取得した方にスタッフとして協力依頼し、頼もしい働きをし
てくれました。
　この事業は、「親子でキャンプを学ぼう！」ということで、アウトドアクッキングやテント
ロープワーク、ハンドクラフトなど、「まずは
キャンプの第一歩」という具合の1泊2日の

プログラムを予定どおり、十二分に楽しみました。
　今回の参加者には特徴がありました。ホームページや図書館などの公共の施設で情
報を得たと思われるケースが多く、「家族」「野外」「学校」というキーワードで集まって
いただいた、キャンプの経験も「全く初めて」から、「熟練」のお父さんのいる家族まで
様々でした。
　今年の夏休みこそ、子どもとの距離をより一層身近にしたいという親としての機運
が高まり、各々、単に「遊ばせたい」だけではなく、キャンプに期待するものが「何か」あ
り、このキャンプに目をとめていただいたのではないでしょうか。
　ある親子、小学２年生の男の子とお父さん。「瓢箪山から２時間の登山には絶対に参加
したい」とのこと。連日の酷暑から、送迎の用意もしていましたが、お父さんにとっては、このキャンプの参加の大きな目的でした。途
中でサワガニを探したり、冷たい川の水で涼をとったり、現地までの道のりを親子で楽しみました。
　またある親子、５歳と２年生の男の子兄弟とお父さん。夏休みの約束か？昆虫採集。就寝前にトラップを仕掛け、深夜と早朝に見に
行く。収穫はありませんでしたが、親子３人の非日常的な時間帯の活動に、ワクワクな１泊のようでした。
　これらは一例ですが、“ニーズは様々”であると感じました。
　時代がゆっくり流れている頃は、親と子の共通の話題、体験、価値観があり、大げさなことではなく親から子へ「引き継ぐ」ことが

自然と行われていました。しかし現代では、親子の距離を縮める方法を講じなければならな
い。親も子も一緒の目線で楽しめるものはないかと思ったときに、「自然体験」や「体を動か
す体験」が最適であると、極めて自然に気づいたのではと思われます。
　「ファミリーキャンプ」は、今まで家族のレクリエーションのひ
とつであったし、これからもそうであるでしょう。しかし、「楽し
み」以外の具体的な目的を持ってキャンプに参加する家族が増
えていく予感がします。
　今回は本来のニーズを改めて確信し、楽しい思い出となった
キャンプでした。

（財）大阪府地域福祉推進財団　坂谷　恵司
（指導者養成・会員事業部会）

鯛めし＆鳥の丸焼き！

おまけの楽しみといえばスイカ割り

ロープワークにみんな真剣
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「自然体験活動について考える」
第２回キャンプサロン（大阪府青年の家等連絡協議会研修会）

～青少年の自然体験活動の周辺事情から～

平成２０年度大阪府キャンプ協会

　夏期キャンプシーズンを目前に控えた７月14日（月）、第２回キャンプサロンが行われ
ました。テーマは、「自然体験活動について考える」。野外活動関係者に最新の周辺情報
や先進的な取組み情報を提供し、また、参加者同士の「自然体験活動についての思い」
などを情報交換することを狙いに開催されました。
　今回のサロンは、午後２時からと午後６時からの２回に分けて行われ、合計４１名の
方々にお集まりいただきました。
　「自然体験活動」を取り巻く周辺状況について、4人の方々から調査研究の報告、実践
の報告、そして情報提供がなされこれからの「自然体験活動」がどのような方向に進む
のか、参加者の皆さんと共に考えたサロンでした。

大阪府キャンプ協会調査研究プロジェクト
～全国公立野外活動施設調査研究の結果報告から～

調査研究部会　冨山　浩三氏（大阪体育大学教授）

　平成19年度に実施した【全国公立野外活動施設調査】の結果について報告がなされまし
た。この調査は、大阪府キャンプ協会調査研究プロジェクトとして実施されたもので、「指定
管理者制度の導入によって全国の野外（自然体験）活動施設の運営や、提供されるサービ
スの内容にどのような変化が生じているのか」、を探ることを目的としています。全国300
施設からの回答を集計した結果の概要は以下の通りです。

１．指定管理者が運営している施設は40.3％であり、残りの約60％の施設は自治体直営で運営されている。
２．指定管理者の約半数は財団法人。
３．指定管理者が運営している施設の30％で職員数が減少、また40％で利用者数は増加。
４．指定管理者は施設修繕計画、運営費、人件費などのランニングコストの削減に苦労されている。
５．指定管理者が運営を開始するのに合わせて、「施設のサービス提供」の変化はほとんど見られておらず、これまで
　の運営が継承されている。
…という実態が浮かび上がりました。
　大阪府キャンプ協会調査研究部会では、「指定管理者制度の導入による施設運営の実態調査」を平成21年度も継
続して取り上げていくことを、併せて報告していただきました。

小学校長期自然体験活動支援プロジェクト「自然体験活動指導者養成事業」
～文部科学省「青少年体験活動総合プラン」について～

日本キャンプ協会指導者養成委員会
今井　正裕氏（財団法人大阪府青少年活動財団）

　文部科学省は、今年度、次代を担う青少年の育成を図るため「青少年体験活動総合プ
ラン」として、“小学校長期自然体験活動支援プロジェクト”、及び“青少年の課題に対応
した体験活動推進プロジェクト”等をスタートさせました。
　特に「小学校長期自然体験活動支援プロジェクト」では、新しい学習指導要領（小学校

においては平成23年度から完全実施）に盛り込まれた「小学校における自然体験活動」を支援する外部指導者
を、今後５年間で10万人の養成を目指す、というもので、日本キャンプ協会においても全国７会場において、「全
体指導者」の養成を行います。
　「小学校における長期の自然体験活動事業」については、今までの関連事業の実施背景や、兵庫県「自然学
校」、東京都武蔵野市「セカンドスクール」等の先行事例、また、“今後の期待”と“実際に行われた場合の現実と
の間に起こりうる問題点や課題”など、「自然体験活動指導者養成事業」の概要と懸念される課題などをお話し
いただきました。

府立少年自然の家「アドプトフォレスト」取組み紹介
前・府立少年自然の家　副所長

焼野　嘉津人氏（財団法人大阪府青少年活動財団）

　地球温暖化防止への取組みとしてCO2削減が世界的な課題となる中で、国連では
「持続可能な開発のための教育の10年」を2005年からスタートさせています。
　企業では、「エコ」をキーワードとした社会貢献事業が様々な分野で推進されること
になり、森作りと連動したCO2削減対策事業も数多く展開されるようになってきてい
ます。教育の分野でも、文部科学省が、学校教育での長期自然体験活動の実施を提案

し、青少年活動施設利用においても、環境学習も含めた長期の体験活動を推進していこうとしています。
　少年自然の家においては、以前から、「豊かな自然環境をもっと生かし、森作りなどの体験学習の場を提供で
きないか」と考えられていました。このような思いが、「アドプトフォレスト」事業（「アドプト」とは「お見合い」と
いう意味。大阪府森林課を窓口とし、企業と施設を結び、地域資源も生かした連携事業）へと発展しました。こ
の事業により、企業とのパートナーシップを通じ、森作りの活動場面において、子どもたちが様々な体験をし、環
境についても学びを深めていくことができます。さらに、森作りには企業の社員も交ざった成人のボランティア
活動も含まれています。
　また、森作りの活動を指導する人材の育成も必要です。「アドプトフォレスト」を通じ、施設に多くの人々が集う
場を提供できるということです。少年自然の家では、青少年のための教育施設という固定化されたイメージか
ら、開かれた施設へと発展させていこうという考えも持っておられます。今回その一例として、地元地域の人材
や資源と積極的に連携し、経験豊かな指導者やボランティアも含めた、多様な人材の融合による新しい事業運
営の提案である、「アドプトフォレスト」の取組みをお話しいただきました。

府立総合青少年野外活動センター
武村　尚史（広報部会）

（財）大阪府青少年活動財団
今井　正裕（事務局）

府立野外活動センターに生息する稀少種調査の取組み紹介
～環境省・大阪府「レッドリスト」より～

府立総合青少年野外活動センター NOS自然環境ディレクター
小谷 太氏（財団法人大阪府青少年活動財団）

　開所から40年を超える府立野外活動センターの大きな特徴は、年間７万近いキャンパー
の利用がありながらも“豊かな自然”が保たれていることです。中でも「環境省・大阪府の
レッドリスト」に挙げられた動植物は2008年現在で90種を超えます。これだけの利用者が
ありながら、多種多様な生態系が維持できるのは、フィールドに「立ち入らない」のではな

く、逆に「人が入り込み」ながらキャンプ場の管理・保全を行なっているからだ、と言えます。これはある意味『人と里
山の関わり』に似ています。
　もし、この野外活動センターが閉鎖されたならば、①侵入者による“乱獲”、②野生動物による“過度な侵害”（シ

※レッドリストとは・・・環境省が作成した絶滅のおそれがある動植物のリスト

カ・アライグマなど）、③間伐などを行なわないことによる“森林荒廃”、などで生態系が崩れてしまうことが予想
されます。こういった事例紹介をもとに、レッドリストに挙げられた動植物を含め、野外活動センタースタッフを
始め、そこに関わる多くの人々が、このフィールドとどう向き合い、貴重な環境をどのように残していくのか、な
どを発表いただきました。
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　8月18日（月）～22日（金）、関西テレビ青少年育成事
業団主催でチャレンジキャンプを実施しました。世界遺
産に登録された熊野古道の中辺路コースを舞台に、全
50kmのトレッキングを通して、自分自身の限界にチャレ
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ました。
　50kmという経験したことのない距離、初めてのト
レッキング、初めて出会う仲間・・・、どんなキャンプにな
るのだろうと様々な思いを抱えた参加者とともにキャン
プはスタートしました。
　スタート直後に待ち受けていたのは一気に標高
300mまで目指す登りばかりの道。数分後には「歩きた
くない」「しんどい」「やめたい」とつぶやく参加者た
ち。それぞれの歩くペースを掴みきれないまま１日目が
終わりました。
　小雨の降る中、朝を迎えた２日目。大きな峠を越える１
５kmのコースを歩き切るため、気合を入れてスタートし
ました。平安時代の人たちも踏みしめたという石畳を歩
き、杉木立の間を抜けながら歩いていくうちに除々に歩
くペースを掴んでいきました。その反面、初めてのトレッ
キングからくる体の痛み、疲れに襲われた参加者たち。
メンバー同士でマッサージをし合いながら、班の仲間と
も次第に打ち解けてきました。
　このキャンプの一つの目標である熊野本宮大社を目
指す３日目。参加者たちは最長行程の２３kmを歩くコー
スに不安を感じながらスタートしました。完歩したいと
いう気持ちとは裏腹に少しずつ重たくなる足、無くなっ
ていく体力。班の仲間からの声かけ、一緒に歩く姿に励
まされながらゴールを目指しました。そして、思いを馳

せていた熊野本宮大社へ辿り着いたのは陽も暮れ始め
た午後６時。全員でゴールした喜びとともに９時間歩い
た疲れがどっと襲ってきた参加者たちは、夕食後は早々
に就寝していました。
　４日目、トレッキング最終日は川湯温泉を目指すコー
ス。すでに限界の状態で歩いてきたため、リタイアする
のではないかと心配をしていましたが、朝食後、当たり
前のように準備を進め、最後の力を振り絞って完歩しま
した。
　初日のバラバラだった参加者たちからは想像がつき
ませんでしたが、見事に全員で完歩することができまし
た。一人ではなく、メンバーで協力し、助け合うことで困
難を乗り越えられるということ、できないと思い込んで
いたことをやり遂げることができた自信、何か一つのこ
とを一生懸命に取り組む大切さ…色々なことを言葉で
はなく体や心で参加者に感じてもらえたキャンプだった
と思います。私自身も改めてキャンプの素晴らしさ、目
標へ向かうグループが持つ見えない力の大きさを感じ
た５日間となりました。

（財）関西テレビ青少年育成事業団　事務局　坂本　真由美

中高生熊野古道チャレンジキャンプ中高生熊野古道チャレンジキャンプ
2008年（財）関西テレビ青少年育成事

業団

　NPO法人アサヒキャンプは、財団
法人大阪科学技術センター（OSTEC）主催の「サイエンス
メイトキャンプ」にディレクターとキャンプカウンセラーを派
遣し、主催者の目的や意図を安全かつ楽しく実現するため
の支援を行っている。
　OSTECは「1960年に関西財界をはじめ、大阪府、大阪
市、ならびに科学技術庁の支援により創設…中略…科学技
術の振興ならびに関西産業発展のための諸事業を積極的に
推進している。…」（同センター要覧）。先端科学技術の研究
開発推進や大阪科学技術館（大阪市西区靭公園）の運営な
ど同センターの幅広い事業のうち、普及広報の一環に小学
生高学年の「こども科学クラブ」がある。約1,000名の会員
（サイエンスメイト）が工作教室や工場見学会、キャンプなど
の活動をおこなっている。
　アサヒキャンプが、OSTECに協力を始めて4年目の今年
は、８月６日から２泊３日の日程で、兵庫県立西はりま天文台
公園を会場に、38名の会員、OSTEC職員３名とアサヒキャ
ンプの８名を加えて総勢49名で実施した。
　「こども科学クラブ」の趣旨が『科学する心』を育てるとい
うことで、このキャンプでは毎回工場施設見学等を行ってい
る。今回は初日に昼食と見学を兼ねて、姫路科学館に立ち寄
り、宇宙や自然環境等に関する展示を見学した。
　メンバーは全員科学好きな子どもたちだろうと思ってい

たが、宿舎に到着後、２８畳の和室３室に分かれて活動準備に
かかると、早速まくら投げが始まって、ごく普通の小学生た
ちで一安心（？）する。
　夕食後は、口径２ｍの望遠鏡「なゆた」で夜間観望会。「な
ゆた」は国内最大の望遠鏡であり、一般開放の望遠鏡として
は世界最大であるとか。別室で研究員の宇宙に関するレク
チャーを聴いて、いよいよ「なゆた」の観測室へ、その巨大
さと美しさに一同感動。観測が一通り終わった後は、入浴の
予定であったが、希望者には「なゆた」の説明があると知ら
されると、１０人近くのメンバーが説明を聞きたいと居残っ
た。入浴時間が迫っているとのリーダーの焦りも意に介せ
ず、大型望遠鏡「なゆた」を前に、研究員の難解な説明に熱
心に聞き入るメンバーの表情に改めて科学好きの片鱗を垣
間見た思い。
　場内ハイキングや運動会、キャンプファイアー、分光器作
りなど盛りだくさんの内容でキャンプはほぼ予定通りの展
開で終わった。
　アサヒキャンプは小規模に活動展開しているが、このキャ
ンプのように他の機関と連携し、アサヒキャンプのノウハウ
を生かせる場を今後とも求めていきたいと考えている。

新会員名簿（9月15日現在　敬称略　順不同）

アサヒキャンプ・ディレクター　森園　忠勝

姫路科学館において磁石の展示物を見学・体験

梅谷　聡士
田中　尚徳
鄭　成逸
奥村　悠
岡﨑　真利子
池村 紗矢香
出野 由依
髙田 早織

小栗 知世
金宮 衣織
北野 由紀乃
渡邊 博未
嶋田 百恵
高品 沙由美
田口 亜季
玉置 樹里

銅山 晶子
中村 真奈美
安井 彩香
湯浅 舞祐
道頭 健一
道上 忠之
須藤 直紀
真木 紀子

野々瀬 由佳
木米 貴久
森   隆
菊地 剛史
前川 京之裕
越智 裕里子
三木 翔太
神山 美奈子

生島 咲也子
寺坂 舞子
角田 浩太郎
岩田 雅之
井上 拓也
井上 仁美

「科学好きな子どもの

　　　　キャンプの試み
」

日時：平成20年8月6日
～8日

場所：兵庫県立西はり
ま天文台公園

OSAKA CAMPING ASSOCIATION OSAKA CAMPING ASSOCIATION
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（専門委員長）（財）大阪府地域福祉推進財団　坂谷　恵司
　酷暑の夏、いろいろなことが起こった。早い
梅雨明け、頻繁に起こる局地的豪雨、兵庫で
は改修河川に親水遊歩道をつけたのが仇と
なり急激な増水で死亡事故が起こってしまっ
た。夏の終わりには愛知で１時間に146ミリの
超豪雨で多くの家屋が浸水した。東京の八王
子では豪雨で土砂流出、電車脱線や家屋流失
もあった。竜巻も長時間の雷雨もあり、１時間
に１００ミリを越す豪雨が続発した。なにか自
然界の神様が怒っているような気さえする。
　2008年の大イベント北京オリンピックもチ
ベット問題など抱えながらも盛大に無事終
わった。日本の野球、サッカーなどだめだった
が、女子のサッカーやソフトボールはすばら
しかった。開会式、閉会式共に豪華絢爛絵巻
と人海戦術で盛り上げ、2012年1兆円予算と
言われているロンドンにバトンされた。
　夏休みも終わろうとしているとき、アフガ
ンの救済のためのNGO・ペシャワール会の
若きワーカー伊藤和也さんが拉致され銃弾
に撃たれ亡くなった。貧しい地域で農業指導
や農業用水路の建設などを住民と共にして

いた。危険なところで人類のために働く人た
ちも多くいるが残念である。
　私は、１週間のキャンプ「セブンデイズキャ
ンプ」も３年目になりますが、今年もSVとし
て参加。初年度はキャンプがこどもたちの発
達に寄与しているかを調査し、２年目はキャン
プに従事する大学生のボランティアたちが活
動を通して成長するか、そして今年はこども
たちのグループの展開や個々人の意識の変
化などをKGの甲斐先生直々のプログラム展
開で、こどもたちと向き合って調査しながら
の１週間だった。能勢のセンターは多くのキャ

ンパーでにぎわっており、やはり日本では有
数の大阪府が誇れる施設だなと思いながら、
こどもたちのためにもこの自然体験センター
を無くすのは残念至極と嘆きながら山を下り
たのだった。こどもたちは１週間で築いた仲
間との「共生の小社会づくり」ともに生きる
喜びづくりで一人一人役割を果たしたことを
誇らしげに、また、多彩なプログラムを通して
得た貴重な体験を喜び合ってみんな元気に
下山していった。
　今年の夏もスイスアルプスの氷河が小さく
なったとのこと。そして、毎年冬の雪も減って
いるという。北極海の氷も減少し、数十年後
にはなくなるのではないかと危惧する声も聞
かれる。巨大ハリケーンが発生しアメリカを
おそう、避難のために700台の大型バスを用
意しているとのこと。竜巻も起こる。熱帯雨
林のマングローブで作った炭・マレーシア政
府承認ズミとはしゃれにもならんと思う今年
の夏だった。

大阪府キャンプ協会会長　吉水泰彦

ファイアーサイドのおしゃべり

・・・まあるい・まあるい・おおきな地球・・・小さな・たった1種の動物のわがままで・・・病んでいるんだね・・・

・・・宇宙船地球号・・・このシップの積み荷にも限界がある・・・空気・みず・食糧・資源は有限・・・無計画な使用は安定航海を脅かす・・・



大阪府キャンプ協会

TEL 06-6942-5146
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BUC対象
事業

日程

会場
内容

共催
主管

2009年1月31日（土）13時～21時
2月1日（日）9時～15時＜日帰り２日間＞
大阪府立青少年会館
「気象変化と野外活動の安全」「心のリスクマネジメ
ント」「キャンプにおける個人情報の扱い方」「野外料
理の安全と食育」「野外活動における救急法」など。
（社）日本キャンプ協会、（財）関西テレビ青少年育成事業団
大阪府キャンプ協会

日程
会場

2009年1月下旬ごろ
未定

日程
会場

2009年2月21日（土）13時～21時（予定）
大阪府立青少年会館

BUC対象
事業

テーマ
日程 理論①
　　 理論②
　　 実習
会場 理論
　　 実習

定員
参加費

コミュニケーションスキル・冒険
10月28日（火）
10月30日（木）
11月1日（土）～2日（日）

府立総合青少年野外
活動センター（能勢）

ネイチャースキル・ワイド
11月18日（火）
11月20日（木）
11月22日（土）～23日（日）

府立少年自然の家
（貝塚市）

ネイチャースキル・ディープ
11月25日（火）
11月27日（木）
11月29日（土）～30日（日）

府立総合青少年野外
活動センター（能勢）

アウトドアスキル・ベーシック
2009年１月20日（火）
　　　１月22日（木）
１月24日（土）～25日（日）

東大阪市立野外活
動センター

テーマ 発達障がいについて考える～キャンプでの対象理解を深めるために～

日程 2009年2月21日（土）11時～12時（予定）

キャンプの普及の推進役として期待が大きく、「人づくり」の大
切な役割を担うディレクター1・2級指導者が集まり、情報交換を
行うものです。
※キャンプディレクター1･2級の方が対象となります。

《お問合わせ・申し込み》
大阪府キャンプ協会 事務局（担当：今井）
TEL 06-6942-5146 
FAX 06-6942-2448 
E-Mail osaka@camping.or.jp

【大阪会場】

※関西野外活動ミーティング2009と同時開催
　　　　

《お問合わせ・申し込み》
ハートプロジェクト推進グループ　TEL 06-6942-5146

※ 希望者はキャンプインストラクター資格が取得できます。（別途費用必要）
※B・Cコース受講者はCONEリーダー登録（自然体験活動指導者）ができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別途費用必要）

１０月２７日（月）  　　　　　　　　　　　１１月１７日（月）　　　　　　　　　　　　１２月８日（月）

桃山学院大学教授
郭　麗月（日本キャンプ協会理事）

桃山学院大学教授
石田　易司（日本キャンプ協会　常務理事）

（事例報告）
NPO 法人キャンピズ　石田　易司
奈良ＹＭＣＡ　金山　好美
NPO 法人チャイルズ　伊藤　弥生子

発達障がいとは
～その種類や特徴～

発達障がいの理解
～キャンプでどう受容れるか～

発達障がいと共に
～キャンプ活動の事例から～

府立青少年会館（時間はいずれも１９時～２１時）
各回　３０名

各回　２，０００円(キャンプ協会会員・学生１，０００円)【全３回 ５，０００円（キャンプ協会会員・学生 ２，０００円）】 

主催／（社）日本キャンプ協会　主管／大阪府キャンプ協会　協力／近畿ブロック支部協会プロジェクト  関西野外活動ミーティング実行委員会

ユースサービス大阪

府立青少年会館（時間はいずれも19時～21時）

各コース　１５名
各コース　１０，０００円(学生６，０００円)

TEL 06-6942-5146（ユースサービス大阪内）

（社）日本キャンプ協会

予　告

参加費
定員
会場

内容
日程

第 1回 第 2回 第 3回

Aコース

※参加費等詳細は後日HP等でご確認ください。

※詳細につきましては次回 1月号でお知らせいたします。

Bコース Cコース Dコース

BUC対象
事業

予　告

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…

森田　義久

大阪府立総合青少年野外活動センター
指定管理者　大阪府森林組合

里山の自然学校　紀泉わいわい村　大阪YMCA

清家　球平

　今春ちょっと祝い事があり、料理自慢の豪華弁当を食べてい
た。「さすがだ。こだわりがある。アジサイの葉の上に魚の味噌
焼きを乗せ、だし巻きの上に花をあしらえ初夏を彩っている」
と、私はその見事な味と飾りつけに満足していた。魚と葉を丸
ごと口の中に。魚の淡白さに、アジサイの葉の苦みと、味噌の
甘みがマッチして旨かった。私はパセリや刺身のつまは勿論の
こと、料理に添えられた葉や花は、「これ食べられますか？」と
お店の人に聞いてたいてい食べる。
　さてこの日食後３０分、腹が急激に痛みだしトイレに。その後
も、この日は何度もトイレに。夜中も、腹痛で目が覚める。吐き
気も加わった。私は（アジサイの葉に違いない）と思い問い合
わせてもらうと、「食用のアジサイを市場で買って来たものだ
から大丈夫」との返答。専門家にも聞いてみると「アジサイの
葉にあたるなんて聞いたことがないな」と返答。（こりゃ、お腹

の調子が悪いのだろう）と思うことにして痛みに耐えた。
　1ヶ月後、ラジオから「アジサイの葉を食べて食中毒」の
ニュース。帰宅後、新聞をひっくり返して同様の記事を見つけて
安堵した。腹痛当日から３日ほどは痛みが引かず、自分の胃に異
変が起きたのではないかと心配していたのだ。アジサイと原因
が分かり、ほっと安心した。
　子どもと自然観察研究会の有馬忠雄先生は、「草のことは草
に聞け」「野草を食べる上で、人の言うことは信用してはならな
い」「食べられる草を覚えるのではなく、食べられると確信して
いる草だけを食べる」「確かめる
時は、葉っぱの一部を口先でしが
んでみる。異変があれば吐き出
す。決して確認できるまでは飲み
込まない」と教えてくださった。野
外で葉っぱを食べられるかどうか
見極める時は、この教えに従い、
疑わしきは口先でしがんでから、
大丈夫なら飲み込むことにしてい
た。料理人を信じて、魚と一緒に
丸ごと飲み込んでしまった私の油
断と言える。野草を食する時は、
十分な構えがやはり必要だろう。
（次号では有馬先生に、この件で寄
稿いただくことにしています）

豊能登山キャンプクラブ

朝日新聞6月30日発行より

　大阪府立総合青少年野外活動センターに指定管理者制度が
導入されて、２年半が経過しました。その期間しか私にはキャ
ンプとの関わりがないような気がしています。なぜなら、小学
校の林間学校や家族や友達とのキャンプなどの記憶があまり
ないのですから。
　野外活動センターの職員として配属されてから、初めて体
験することがたくさんありました。例えば『かまどで薪を使っ
て、ご飯を炊く』ということはわかっていても、どんな水加減、
火加減で炊くのか。どのタイミングで火から下ろすのか等、覚
えることがいろいろありました。今ではキャンパーの質問に対
して、回答し、火加減などに気を配り、ピカピカに炊き上ったご
飯を見ることもあります。それは少しでも体験した事を、記憶
して、自分の知識にすることで、説明できるからだと思います。
　キャンパーがうまくできると自分が楽しくなる、そんな楽し
い気持ちがまたキャンパーに伝わって楽しい活動が継続して
いければいいなーと思うので、これからもいろんなことをやっ
てみようと思います。

　里山キャンプを通して、キャンプの楽しさ・難しさとともに、
生きていることへの感謝の気持ちを持つようになりました。
紀泉わいわい村は、ともに学び合う環境教育の里山であり、
里山まるごとが教室です。わいわい村でのおもな燃料は薪で
す。子ども達と一緒に薪をくべながら、日本の山の事を考えた
り、地球への負荷の多い生活を一緒に考えたりしています。驚
くことに火の絵を書く時に、青いペンを取る子が増えている
そうです。家ではガスの火しか見たことがないからでしょう。
これからも子ども達と火を囲むことで、火のぬくもり・明るさ・
献身の心を一緒に考えたいと思います。
　キャンプを通して、「自然とのつながり」を感じること、そし
て、もう１つ「人と人とのつながり」を感じることが、里山キャ
ンプでは大切なことです。今の生活とはちがう不自由なキャ
ンプ生活の中で、考え、工夫し共に協力する事で人の人との
つながりも感じてもらえればと思います。

知識・経験ゼロからスタート 里山キャンプを通して
見えてくるもの

松田　寿春

OSAKA CAMPING ASSOCIATION OSAKA CAMPING ASSOCIATION

リスクマネジメントセミナー

（社）日本キャンプ協会 キャンプアカデミー（大阪府キャンプ協会　第3回キャンプサロン）

関西野外活動ミーティング2009

DミーティングIN近畿ブロック

秋～冬　キャンプ指導者講習会

野外活動促進セミナー
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〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央2-13-33　ユースサービス大阪内
TEL : 06-6942-5146  FAX : 06-6942-2448  Contact : osaka@camping.or.jp
ホームページ : http://www.osaka-camping.jp　

新しい出会いがあるかもね。

大阪府キャンプ協会　理事／堺市青少年活動協会　理事　清家　昌弘

事務局日誌

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

編 集 後 記

Vol.

堺っ子が育つ地域づくり
　「モノ」が溢れているのに、「モノ足りない顔」、暇
はできたのに「ゆとり」のない顔、雑踏の中で、ふと
感じる孤独感・空虚感・・・生活が外部化と個人化
を進め、快適・便利で、高効率と高スピードになり、
一方で、人と人・地域の「つながり」は希薄になっ
た。青少年に必要な「時間・空間・仲間・間・居場
所」が減少した。また、社会規範がゆらぎ、ボーダ
レス化、マニュアル化、デジタル化、ブラックボック
ス化、が進んでいる。プロセス（生活体験）より結果
（映る成果）が大切になる。一体、どこまで行くのだ
ろう。予見の困難な時代である。
　私は幸いにも、公務員人生の約半分を「青少年
教育行政」に関わった。ふりかえれば、密度の濃い
時代と直面する仕事であった。次々と現実を反映
する、飲酒・喫煙・万引等非行対策、事件対応・いじ
め、有害図書・ポルノコミック・自販機、ダイアルＱ
２、薬物乱用、暴走族、ビデオ・カラオケ、子ども会
活動、青少年指導員活動、条例検討、連続幼女殺人
等々、議会・学校・府他市・警察・市民団体・地域等
との会議・調整・連絡、情報提供等に明け暮れた。
　当初から、単純な疑問があった。「健全育成」は、
巨大な投資と膨大な手間隙がかかるが、成果があ
まり実感できない。それに常に「後追い」の感が否
めない。現れた問題行動への、事後的・個別的対策
から、「子どもの成長発達を促す社会的要因を、具
体的に制御する働き・システム」が必要ではない
か？現場の研究者・指導者・実践者の意見を聴き、
集約した。
　教育というのは、他者とのかかわりの中で（相互
関係を通して）自らを育てていくプロセスであり、
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教育のねらいは、個人の行動における変化と成長
である。青少年の成長・発達は青少年自身の生活
全体の結果である。青少年時代は、単に人生の部
分ではなく、基礎である。青少年の施策は、未来の
「良き市民を育成する」のみならず、青少年の生活
全体の「現実の質」を高めるものでなければならな
い。そこで政策化したのが「堺っ子を育てる」運動
である。
　「まちづくり」の視点からの、青少年を中心に据
えた「地域の子どもに関心を持ち、ともに語り・考
え・模索するプロセス」、「良い町は、良い子が育つ
町である」をスローガンに、健全育成に資する、望
ましい社会関係づくりのシナリオのある場と、地域
資源を適正配分する。条件整備は行政の得意な役
割である。「育てる」地域から「育ちあう」地域への
移行である。「どう育てようか」＋「自分にはなにが
できるか」＋「協働」が「地域の教育力」を形成する。
行政への「市民の参加」ではなく、市民の生きる活
動への「行政の参加」なのである。
　教育委員会「青少年教育課」は、いまでは市長部
局の「こども青少年局」になり、これら進め方・方法
は、現在も堺市の「堺元気っ子づくり推進事業」に
受け継がれている。
　人は、他の人間と共に（社会関係の中で）、文化
（シナリオ）を受け、社会資源を活用し生きている。
「ヒト」と出会い、「モノ」・「コト」が織りなす「モノガ
タリ」が、一人ひとりの青少年にとって「幸福な物
語」となることを願っている。舞台・背景は、いかに
変わっても、主役は常に青少年自身なのである。

■7月15日（火）

■7月26日（土）
　　　～27日（日）

■10月11日（土）
　　　～ 12日（日）

　夏休みに入っての最初の週末7月26日～27日。今年で５回目を迎える家族的野外活動
学校は、９家族27人の参加者を迎え、東大阪市立野外活動センター「自由の森なるかわ」
で開催しました。「自由の森なるかわ」は、生駒山頂から信貴山へ向う途中「府民の森な
るかわ園地」の南端にあり、標高400ｍのキャンプ場です。暑い日が続く今夏でしたが、標
高のおかげで日中も比較的過ごしやすい2日間でした。
　また、今回は初めての試みとして、この春に開催した「キャンプ指導者講習会」でキャ
ンプインストラクター資格を取得した方にスタッフとして協力依頼し、頼もしい働きをし
てくれました。
　この事業は、「親子でキャンプを学ぼう！」ということで、アウトドアクッキングやテント
ロープワーク、ハンドクラフトなど、「まずは
キャンプの第一歩」という具合の1泊2日の

プログラムを予定どおり、十二分に楽しみました。
　今回の参加者には特徴がありました。ホームページや図書館などの公共の施設で情
報を得たと思われるケースが多く、「家族」「野外」「学校」というキーワードで集まって
いただいた、キャンプの経験も「全く初めて」から、「熟練」のお父さんのいる家族まで
様々でした。
　今年の夏休みこそ、子どもとの距離をより一層身近にしたいという親としての機運
が高まり、各々、単に「遊ばせたい」だけではなく、キャンプに期待するものが「何か」あ
り、このキャンプに目をとめていただいたのではないでしょうか。
　ある親子、小学２年生の男の子とお父さん。「瓢箪山から２時間の登山には絶対に参加
したい」とのこと。連日の酷暑から、送迎の用意もしていましたが、お父さんにとっては、このキャンプの参加の大きな目的でした。途
中でサワガニを探したり、冷たい川の水で涼をとったり、現地までの道のりを親子で楽しみました。
　またある親子、５歳と２年生の男の子兄弟とお父さん。夏休みの約束か？昆虫採集。就寝前にトラップを仕掛け、深夜と早朝に見に
行く。収穫はありませんでしたが、親子３人の非日常的な時間帯の活動に、ワクワクな１泊のようでした。
　これらは一例ですが、“ニーズは様々”であると感じました。
　時代がゆっくり流れている頃は、親と子の共通の話題、体験、価値観があり、大げさなことではなく親から子へ「引き継ぐ」ことが

自然と行われていました。しかし現代では、親子の距離を縮める方法を講じなければならな
い。親も子も一緒の目線で楽しめるものはないかと思ったときに、「自然体験」や「体を動か
す体験」が最適であると、極めて自然に気づいたのではと思われます。
　「ファミリーキャンプ」は、今まで家族のレクリエーションのひ
とつであったし、これからもそうであるでしょう。しかし、「楽し
み」以外の具体的な目的を持ってキャンプに参加する家族が増
えていく予感がします。
　今回は本来のニーズを改めて確信し、楽しい思い出となった
キャンプでした。

（財）大阪府地域福祉推進財団　坂谷　恵司
（指導者養成・会員事業部会）

鯛めし＆鳥の丸焼き！

おまけの楽しみといえばスイカ割り

ロープワークにみんな真剣




