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新しい出会いがあるかもね。

編集：大阪府キャンプ協会　広報部会
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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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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。

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

　野外教育演習（ゼミ）活動は3年次から、野外教育を
少し専門的に勉強してみたい学生を対象に、野外教
育を専門とする私 福田と昨年度着任した伊原久美子
講師による2つのゼミが開講されています。12～13
名×2ゼミ×2学年、およそ50名の学生が野外教育を
主専攻とするのですが、別途クラブ活動あるいはアル
バイトに忙しい学生も多くいます。そんな学生たちに、
自分たちでゼミキャンプを企画運営させ、まずはキャ
ンプの知識・技術やマネジメントの第1歩について学
習してもらいます。そこで培った力をさらに伸ばすた
めに、小学生の自然学校に指導補助員として参加した
り、地域（熊取町）の子ども達のキャンプを自分たちで
企画・募集・運営・指導したりと、まずは体験を優先さ
せ、興味・経験・知識を深めています。サッカーやバス
ケットといった一般的競技スポーツに携わっている学
生にとって、かなり刺激的な体験が提供されていま
す。将来の教員やスポーツ指導者にとって不可欠な体
験を与えていると我々2人は自負しています。
　ゼミ活動の最後には卒業論文で野外教育を科学し
ます。「生きる力」の変容調査での例を取り上げると、
「中学生の登山活動において強行な行程は女子生徒
に生きる力の低下をおよぼすきらいがあるが、自然体
験がより豊かで活動満足感が高い女子生徒は同じ行
程でも生きる力を向上させている状況」「テント泊、3
泊自炊、学年混在といった生活状況の厳しいキャンプ
は他のキャンプに比べ生きる力の向上により大きな効
果が認められる」といったような事柄を、分析し文章
にまとめるといった学生にとっては刺激的な作業も
行っています。

　野外活動部では1年次から4年間、「鍛える」「広め
る」活動を通してより専門的に活動を実践していま
す。己を鍛える活動は、衣食住20㎏を担いでの縦走登
山、零下10度を超える寒さの中での雪洞泊キャンプ、
無人島サバイバルキャンプなどの合宿で実践されて
います。自然の中で活動する哲学と知恵や技が身につ
きます。そこで鍛えた力を、幼児、小学生、高齢者、障が
い児といった様々な対象へのキャンププログラムの提
供を通して、あるいは大学野外活動実習スタッフとし
て、野外活動、野外教育の素晴らしさを多くの人々に
広める活動を行なっています。
　この春野外活動部は創部40年を迎えました。ＯＢ
会も組織され、創部25周年の折には「キャンプを100
倍楽しむシンポジウム」を単独開催、200人余りの参
加者を集めました。ＯＢの知り合い、さらに知り合いの
仲間や家族が集う「チャレンジキャンプ」が毎年開催
されることもユニークなＯＢ会の特長、素晴らしい体
験の共有ぶりを良くあらわしています。
　ゼミやクラブでの活動は、地域交流・社会貢献活動
に直結しています。地元熊取町との連携の歴史は長
く、小学生低学年の初めての1泊キャンプ、幼児と低学
年の自炊・テント泊の3泊キャンプ、高学年対象の川と
滝の3泊キャンプなど、受託、共催といった様々な事業
形態の中で成果を上げています。ある学校教育キャン
プのスタッフも30年継続中です。
　社会に役立つ学生作りにキャンプを活用し、キャン
プ指導者を育て、プログラムを開発・検証し、キャンプ
の効果を確認・周知することが大学の使命と考えてい
ます。

実りの秋を迎え、

自然からの様々な恩恵を

受けられることに感謝。

　　　　　　　　　（橋本恵典）

平成22年10月15日
年秋号2010

大阪体育大学における野外活動・野外教育Ⅱ

事務局日誌

大阪府キャンプ協会 理事／日本野外教育学会 理事／大阪体育大学教授　福田 芳則

　今年で３度目の枚方セラピー牧場のキャンプは、小学３，４年生の男女合わせて８人の子どもたちが参加しました。
特急の停車する枚方市駅より徒歩５分という場所で、馬との暮らしと人も自然の循環の一員だという体験をしてもら
う１泊2日の企画です。
　子どもたちが牧場に着くとまず、たわわに実ったトマトとゴーヤにちなんで、トマトさん、ゴーヤ君チームに分かれまし
た。早速、自分たちの寝床のテントに目印の楽しい旗を作りました。最初、保護者と離れて緊張していた子どもたちもプロ
グラムが進むにつれ、自由時間には子どもたちの作るルールが大人たちを引っぱって、遊びを盛り上げていました。
　プログラムは、大きい馬での乗馬やポニーの手入れ、馬房(馬のお部屋)のそうじ、植物への水まきなど協力作業から
スタートしました。缶ポックリで平均台に上がるなど子どもたちのチャレンジ精神全開です。少しスリルがある方が楽
しさも倍増し、達成感も得られるようでした。親の方の「荷物の管理ができるか？髪をくくれるか？以前あった動物アレ
ルギーは大丈夫か？」など、それぞれの心配も牧場の馬たちがやさしく包み込んでくれました。
　夕食は、ボロ(馬ふん)堆肥でおいしく育った野菜とお肉のバーベキュー。お腹がいっぱいになった後、近くの銭湯に
も皆でにぎやかに遠征です。そして、夜はポニーたちと肝試し！いつも牧場を見守ってくれているお墓の横を通りま
す。はじめは怖がって無口になっていた子も、まわってきた後はコースの実況説明を一生懸命にしてくれました。
　２日目にはだいぶ乗馬にも慣れ、馬に乗ったままホースの散水をくぐるという強者までも現れました。
　プログラムの最後は、肉声で心の状態が色で見えるゲームをしまし
た。この声分析は、周波数を声から測定し類推するという分析方法で
す。意識や潜在意識のエネルギーバランスを色と波形という目に見える
形で、過去から未来まで心の内側（本当の自分）をのぞいてみました。
　乗馬や牧場作業、普段使わない体の動かし方をしたり、風のない夜の
テントは暑くて寝苦しかったり、朝早くから蝉の鳴き声で起こされたり
しながら馬たちと仲間と共に過ごした２日間、帰路に着いた子どもたち
はどんな心の色になっていたでしょうか？
　　　　　内閣府NPO法人ホース・フレンズ事務局  芦内 裕実

広報部会  （大阪府森之宮庁舎）

近畿ブロック会議（奈良YMCA）

野外活動促進セミナー

※大阪CONEフォーラム同時開催

（府立総合青少年野外活動センター）

京都キャンプ協会３０周年記念事業

（京都ＹＭCAリトリートセンター）

■７月１６日（金）

■７月１８日（日）

■１０月２日（土）

　　  ～３日（日）

■１０月９日（土）

　　～１０日（日）

《平成22年度大阪府キャンプ協会助成対象事業》

馬に触れて子どものチャレンジ精神 むく
むく
！枚方セラピー牧場キャンプ

牧場
ゲートで集合！

焼き
上がり待ってます。

意識や潜在意識のエネルギーバランス



子ども達のハートをギュ～っと鷲掴み！子ども達のハートをギュ～っと鷲掴み！

　今年で４年目となる無人島キャンプ。初めて参加するこどももい
れば毎年来てくれているこどももいる。みんな行きの電車から目が
ランランとして無人島での生活を楽しみにしてくれている。無人島と

いう響きは、いわゆる『男のロマン』的な魅力があふれるけれど、実際に生活をし
ようと思うと実に大変だ。『衣・食・住』全てが揃っていない状態からのスタート。
こどもたちは現実の厳しさを味わうことになる。
　それでも毎年参加してくれるこどもたち。いったいどんな魅力があるのだろ
う。去年から連続で参加のH君は初日早 「々帰りたい～」を連呼しながらもグ
ループから隊長として慕われ、素晴らしい成長を遂げてくれた。「無人島の生活
は色々と不便なこともあるし、普段自分がどれだけ恵まれた環境で暮らしているのかよくわかる。帰りたいって言ったけどまた来年も
来たい」と最後の発表会でみんなの前で話してくれた。
　漂着物を集めてのイカダ作り、わき水の冷たいシャワー、グループで島の探険…非日常的な毎日。生きるためにがんばった４泊５日
を過ごす内に、『誰かが何とかしてくれる』ではなく『自分が何とかしなくては』とそれぞれ考えて、みんなのために誰もが動けるように
なった。無人島での生活を通して「毎日ご飯を作ってくれるお母さんがすごいと思った」「電気や水はすごく大切」「テレビ見なくても平
気」それぞれが様々なことを感じた。僕自身も文明社会のありがたみを感じるために無人島へ行くのだろうなぁ。

大阪府キャンプ協会の団体会員の皆さんは、子どもたちを対象に、
様々な形態のキャンプを企画、実施されました。その一部を報告します。

さてどんなキャンプが行なわれたでしょうか・・・？

　滋賀県高島市・くつきの森で、8月7日から4日間、小学3年生から
中学2年生25人（男子16人、女子9人）を迎え、「くつきECO体験キャ
ンプ」を実施しました。
　キャンプ場に着くと、子どもたちは自分たちが宿泊するドーム型テ
ントを前に、これから始まる生活に少し不安をにじませます。そんな
気持ちも、日々グループの仲間と森にすむ昆虫を追いかけ、遊んでい
るうちに変わっていきます。
　食事は、自炊と給食を組み合わせたメニュー。初日の夜のホイル焼
きハンバーグは、子どもたちでミンチをこね、ホイルに包み、スタッフ
が鉄板でしっかり焼きます。火が中まで通るのに時間がかかりまし
たが、おいしい出来上がりに子どもたちも大満足。
　参加者の感想で、楽しかった思い出は2日目の「川遊び」と3日目の
「魚つかみ」。「川遊び」は沢を全員で列をつくって探検。水が胸までく
るような深い所では、スタッフが両サイドでロープをもち、それをた
ぐり寄せながら慎重に通過しました。
　「魚つかみ」は、囲った網の中に放流されたイワナ40匹を、グルー
プごとに入ってすべて捕獲。取れた魚は割りばしを使って内臓を取
り出し、串を刺すところまで自分たちでしました。その後、網で焼いた
イワナの香ばしさに舌づつみを打ったのは言うまでもありません。
　熱中症が危ぶまれた今夏でしたが、躍動する子どもたちの姿は今
も昔も変わらず、何より嬉しく感じた4日間でした。

小学４～中学２年生が、海中観察を実施中。
今回は超レアな熱帯魚を大発見。不思議が、
こんなにおもしろい。

NPO法人アサヒキャンプ　鈴木 亮彦

こども☆わくわく本舗
『ドルフィンスイムキャンプ』

NPO法人オーシャンゲートジャパン
代表　白杉 芳彦

獲った魚をいまから料理！

川遊びにわくわくドキドキ

2010くつきECO体験キャンプ☀

『誰かが何とかしてくれる』ではなく

『自分が何とかしなくては』へと成長

無人島キャンプ

今年の夏も！

　今夏も、南の恵みをたっぷりと乗せた黒潮のぶつかる和歌山
県白崎海洋公園において、子どもたちの海洋体験活動を実施
しました。和歌山YMCAを始め、多くの方々や団体との連携の
おかげで、笑顔と歓声の海洋イベントになりました。　　　　
 参加者も、年々広がりを見せ、今年は幼稚園の年長組から、高
校生までの幅広い年齢の子どもたちが、多くのプログラムに参
加しました。初めて参加する子どももいれば、毎年経験を重ね
てステップアップしていく子どもたちもいます。日帰りの参加も
あれば、夕陽を望むログハウスに合宿するプランもあります。
　海洋プログラムは、まず全員によるビーチクリーンからはじ
まります。ビーチのごみの分別収集を行うと同時に、貝がら・流
木や乾燥した海藻なども収集します。後でクラフトを楽しむた
めです。さらに磯や渚の観察、キッズ＆ジュニア スノーケリング

そして本格的なスクーバ・ダイビングなどのプログラムが満載
です。
　子どもたちは、認定マリンインタープリターからわかりやす
く丁寧な説明を受けながら、磯や潮だまりにひそむ小さな海の
生き物に驚き、歓声を響かせます。さらに、スノーケリングやダ
イビング技術の習熟度、その時の体調や海況を考慮したグ
ループ分けの後、認定マリンサポーターによって安全管理され
ながら、水面に群れる魚や水中を悠々と泳ぐ魚と出合い、岩や
石の間から顔を出し、砂地に潜り込んでいる生物に微笑みまし
た。さまざまな海の生物が、それぞれの環境に適応しながら棲
み分け、たくまく生きている姿に感動し、海や生物の不思議を
発見し、目を輝かせながら笑いあう子どもたちの海洋体験活動
を、今年も元気に実施できました。

和歌山県白崎海洋公園内のシャクシの浜での
ビーチクリーン。ごみ分別の後、貝がらや流木
などのクラフトの材料も、みんなで集める。

小学生の１～４年生の子どもたちが、深さ
３mのところで、スノーケリングを楽しむ。
銀色に煌めくいわしの群れに大歓声。

～自然の中で躍動する子どもたち～

ビーチクリー
ン スノーケリング

スクーバ ダイビング

　夏休みが始まってすぐの7月21日～23日
に和歌山県へ、イルカと泳ぎに行って来ま
した。子ども達、ましてや引率した私達でさ
え未知の体験に、全員どきどきわくわくの
キャンプです。イルカと泳ぐ為にウェット
スーツに着替えて、いざ！出陣～！
　そこには、エメラルドグリーンのキレイな
海が目の前に広がり、海の中に作られた、大
きなイケスの中からはイルカ達がお出迎
え！間近で見るイルカは、ＴＶや水族館で見
るそれが子供だましに思えるほどの迫力と
存在感。一瞬にして子ども達のハートを
ギュ～っと鷲掴み！これから始まる夢の体

験に大歓声でした。まずはイルカが大ジャ
ンプでご挨拶！大量のスプラッシュを浴び
ながらも、キャーキャーとご満悦な子ども
達。イルカのお腹やヒレ、口、頭、目など触れ
合いながら、いよいよ共泳タイム！イルカの
背びれを持ってイケスをぐるぐる！おっかな
ビックリ、緊張した顔で体験した子どもも、
陸に上がると同時に満面の笑みで『見た？
見てた？めっちゃ楽しかった～』と、興奮状
態の早口。『よかったなぁ～』と言うと『イル
カと泳ぐの夢やってん！ありがと～』と嬉し
い言葉が帰って来たので、こちらも満面の
笑みで返してやりましたとも！ニッカ～（笑）

　その後、イルカとの自由遊泳！人懐っこい
イルカは子どもが大好き！子どもの側に
寄ってきては、ぷかぷか。嫌な顔（？）もせず、
子ども達に触られ続けていました！イルカ
君有難う！そんな楽しい時間もあっという
間に過ぎ、名残惜しそうに体験は終了しま
した。実際に触れ合ったイルカは、可愛さと
優しさの中に、どこか雄大で威厳を感じる、
そんな感覚を覚えました。宿に帰りがけ、一
緒に歩いていた子どもがボソっと『癒され
たぁ～』と一言。その言葉がこのキャンプの
全てを物語っていそうです。やってよかっ
た！来年もやるぞ～～！

海や生物の
不思議を発見！ 笑った

。　出会っ
た。潜った

。

NPO法人大東市青少年協会　田中 俊輝

（財）大阪ユースホステル協会　久保元嗣

グループ活動で
島の探険

2010年8月1日～5日
（4泊5日）

島に落ちている漂着物を利用してそれぞれの
グループで立派な（？）イカダができました。

自由遊泳タイム！イルカが寄ってきて間近でふれあい
ができます。ぐんぐん引っ張られてイルカの力強さを
感じました。うれしくてイルカに抱きついています。

インストラクターさんから、イルカについての
レクチャーを受けています。イルカの肌が以外
に、スベスベしているのにビックリ！

OSAKA CAMPING ASSOCIATIONOSAKA CAMPING ASSOCIATION
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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…

（財）大阪府青少年活動財団　武村尚史（広報部会）

炭にはいろいろな種類があり用途があります。今回は、それを紹介します！

74

テーマ①

テーマ②

テーマ③

大阪府キャンプ協会会長
錦織 一郎

　「これまで会長には、[きゃんぷOSAKA]に雑感を書いて
いただいています。会長になるとこんなこともできるので
す。いいでしょう。」　私が会長に任ぜられる時に、このよう
なお話をうかがいました。「毎号に書き記すことは大変な
ことになるのでは。」と思いつつ、今は「仕える事を与えら
れたのだから、感謝して取り組もう。」と考えています。まず
はネーミングを、「讃歌－キャンプ仲間と共に－」として、
キャンプが大好きなみなさんと共にキャンプをほめたたえ
たいという願いを表しました。
　私が記すはじめての「讃歌」は、キャンプソングとして
親しまれている「ともだち讃歌」に焦点をあてました。ご
存知の方が多いかと思いますが、リパブリック讃歌（南北
戦争時の北軍の行軍曲）のメロディに、阪田寛夫さん（故
人、芥川賞受賞作家、「さっちゃん」の作詞家）が詞をつけ
ています。その３番で
　　世界の友だち集まれば 
　　なんにも恐れることはない

　  ゆくてはアフリカ　ポリネシア　緑の森　
　　空にはお日さま　足もとに地球　
　　みんなみんな集まれ
　　みんなで歌え　　　　　　　　　　
と詠われています。
　この「ともだち讃歌」を歌いだしたのが40年以上前に
なりますから、日本が発展に向かい、目前の事に努力せざ
るを得なかった時代です。阪田寛夫さんの詞には、原曲の
使われ方や当時の社会状況とは反対に、地球規模で物事
を見つめ、平和な関わりができるような
子どもを育むという願い、大きな志と未
来への展望を感じます。このともだち
讃歌にあるように、キャンプが目指
しているところはこんなにも大き
いのだということをキャンプ協会
の仲間の皆さんと共に覚えてお
きたいのです。

仲 間 と
に共プンキャ

　野外教育の世界に入ったきっかけは、大学生の時、キャンプを
している子どもの本能に満ちた姿を見たことだった。子どもは自
然の中で興味が赴くままに走り回り、土の上で寝そべり、虫を捕ま
え、勇気を出して川に飛び込み、崖があればその先に何があるか
なんて考えずによじ登る。自然の中で人は損得を考えず素にな
る。だから自然の中で関わる仲間は、喜びや楽しさを共感する相
手でもある一方で、時にはぶつかり合い、怒りや悲しみを感じる相
手でもある。しかし、自然の中でのこのような喜怒哀楽の心の揺れ
や体験は偽りのない本物の体験であり、その体験の積み重ねが豊
かな人格を形成するのだと思う。
　毎年夏休みは野外活動部やゼミの学生がスタッフやカウンセ
ラーとなり年長から小学校6年生まで3泊4日のキャンプを2本
行っている。学生を見ていると、子どもたちがケガをしないよう、
ケンカをしないようにと、あらかじめ多くの予防線を張って管理す
る姿が目に付く。そして何か起こればすぐに駆けつける。そこには
もう子どもの世界はない。どこかの学校の教室の中を見ているよ
うである。キャンプは学校や家庭ではできない教育をする所だと
私は恩師から学んだ。まずは指導者が、子どもの世界に対して余
裕をもって見守るスタンスが重要である。何事も必死になる子ど
もの本能、幅広い喜怒哀楽をもつ子どもらしさをたくさん引き出
せるキャンプが私の理想である。自然のチカラを最大限に活用し、
人のチカラを押し上げる。この技をもっと極めたいと思う毎日で
ある。

　私がキャンプと出会ったのは8年前です。大学に入学し、東大阪
市立野外活動センター“自由の森なるかわ”のキャンプリーダーと
して活動を始めたのがキャンプの第一歩でした。4年間の大学生
活でたくさんのキャンプに参加し、たくさんの仲間と共に過ごし、
多くの子ども達と接してきました。
　その中で得た、多くの子ども達の“笑顔”が私にとって何よりも
大きな存在であり、キャンプをする意味でもあったように思いま
す。
　どのようにすれば楽しいキャンプが作れるのか、どのようにす
れば子ども達がキャンプを好きになってくれるのか。プログラム
やシチュエーションを思考錯誤し、仲間と共に創り上げていくこ
とに苦難や不安もありましたが、それ以上の楽しみや喜び、そして
期待がありました。
　大学卒業後は“縁”があり、職員としてキャンプに関わることが
できるようになりましたが、キャンプに対する想いは今も変わりま
せん。子ども達の“笑顔”のために、「来てよかった」だけではなく
「また来たい」と思えるキャンプを創りたい。
　リーダーではなく、職員としての立場から私自身学ぶべきこと
はたくさんあります。理論として学んだことを経験として身につ
け、知識を知恵として活用し、仲間・子ども達と共にイメージを形
にしていきたいです。
　キャンプとは「想像」を「創造」することができる空間ではないか
と私は想います。

①木炭（黒炭）
いわゆる木を蒸し焼きにして、炭化させた物。比較的低温
で焼かれている。
原料は、なら・くぬぎ・こならなどが一般的で、最近は、輸入
物で、マツやマングローブなども作られている。
火は簡単につき、火力が早く高くなるがあまり火持ちはし
ない。一般的な焼肉や料理に向いている。

②白炭（備長炭）
1000度以上の高温で焼かれた硬質の炭のこと。
原料は、なら・ほお・あらかしが使われるが、中でもウバメガ
シで作った炭は、最高級品である。
火はつけにくいが、火力は安定し長持ちする。

③オガ炭（ちくわ炭）
おが粉を高圧で固めて焼いた、真ん中に穴の開いた形成木炭。
原料や焼かれる温度は、メーカーによってばらつきがある。
火はつけやすく、火力も安定している。価格も安く扱いやす
い。

④豆炭・練炭
原料は石炭。豆炭は木炭に半成コークスなどを混ぜ、粘結
剤を加え成型乾燥した物もある。練炭は粉炭を消石灰や
ピッチ等で成型した物。
火はつけやすく、火持ちは良いが、臭いがきつい。
調理時の燃料として、あんかやコタツの種などに使用されて
いる。

炭の使い分け

伊原 久美子
大阪体育大学　講師

キャンプが引き出す
　　　　　　子どもの本能

「想像」を「創造」

（財）大阪府青少年活動財団

射手矢 真之

　今年4月29日に開校した「吉野宮滝野外学校」では、はじめての夏休みを迎え、2泊3日のキャンプを
実施しました。キャンプでは、「吉野宮滝野外学校」ならではのことをプログラムに盛り込むべく3つの
テーマを設定し、テーマにこだわったキャンプを展開しました。

学校の中

原体験

地域との交流
（地域伝統文化体験）

　グループで作成した目標ポスターを廊下の掲示板に展示し、校内の雰囲気づく
りを行った。また、夜には体育館や踊り場などで、グループで課題にチャレンジする
校内運動会を実施した。子どもたちからは「夜の学校でこれだけ遊べるのはむっ
ちゃ楽しい」という声もあり、学校という空間が楽しさを倍増したようであった。　

　すいか割り、川遊び、流しソーメン、薪でのごはん作り、大なべでのカレー炊
き出し、お祭り、炭火でのピザづくりなど、昔の田舎の子どもたちの遊びや生活
を体験。薪でのご飯作りは経験者が多くあったが、「すいか割り、川遊び、流し
ソーメン」は、子ども達のみならず大学生リーダーの多くも初めての体験であったようだ。

　伝統産業として有名な｢吉野和紙｣づくりを、職人さんを招いて、吉野のきれいな水と、吉野杉からとった繊維と糊
空木（ノリウツギ）からとった糊のみを使用し、昔から伝わる紙すきの道具を用いて体験。出来あがったはがきサイズ
の和紙は手紙を書き、家に送った。また、滝ハイクを実施している途中、木を伐採する職人さんに出会い「今から大き
な木を倒すので見ていくか」と誘われた。大木が目指す方向へ寸分違わず倒れる迫力に子ども達も圧倒され、思わず
拍手と喝采が起こった。なにげなく、飾らない地域の人 と々の触れ合いは子ども達の心に残ったと思う。

　山の中で独立しているキャンプ場とは異なり、町の中にある学校とい
う場所でのキャンプにおいて、その雰囲気や地域の特性を大事にしなが
ら創っていくことが大切である。「吉野宮滝野外学校」での初めての夏休
みは、吉野の大自然の中、「田舎の学校に遊びに来た子ども達」という姿
がみられ、一味ちがったキャンプとなった。

（財）大阪府青少年活動財団　赤木 功

人を育てる野外学校
神社の木の

　大きさを実感

吉野宮滝野外学校での

　　　はじめての夏休み
吉野宮滝野外学校での

　　　はじめての夏休み

和紙づくり

吉野川での川遊び

OSAKA CAMPING ASSOCIATION OSAKA CAMPING ASSOCIATION
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大阪府キャンプ協会　調査研究部会

OSAKA CAMPING ASSOCIATION OSAKA CAMPING ASSOCIATION

ユースサービス大阪（財団法人大阪府青少年活動財団）

 

テーマ
日程 　理論①
　　 　理論②
　　 　実習
会場 　理論
　　 　実習

定員
参加費

ネイチャースキル・ワイド
11月9日（火）
11月11日（木）
11月13日（土）～14日（日）

府立少年自然の家

ネイチャースキル・ディープ
11月30日（火）
12月2日（木）
12月4日（土）～5日（日）

府立総合青少年野外活
動センター

アウトドアスキル・ベーシック
1月18日（火）
1月20日（木）
１月22日（土）～23日（日）

東大阪市立野外活動セン
ター

コミュニケーションスキル
1月25日（火）
1月27日（木）
１月29日（土）～30日（日）

吉野宮滝野外学校
ユースサービス大阪事務局（19時～21時）

各コース　１５名
各コース　12,000円(学生６，０００円)

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

Aコース Bコース Cコース Dコース

秋～冬　キャンプ指導者講習会 〈申込み・問合わせ〉 育成事業部事業推進室 TEL:06-6167-1200

「地域の
　　アイデンティティをさぐる」

地域のみなさんに「親しまれる施設」に

びわ湖青少年の家における
　　　　　地域との関わりについて

地域とのつながりの大切さ

大阪府キャンプ協会 

日　程
場 所
内 容

参加費
対 象
定　員

11月6日(土)～ 7日(日)（1泊2日）
大東市立青少年野外活動センター
ハイキング、エコ自炊、クラフト、レクリエーションプロ
グラムなどを行う環境教育プログラムです。
人と地球に思いやりを持ち、グローバルでエコロジカ
ルな考え方のできる、そんな次世代を担う子どもたち
を育てていく事を目的としています。
小学生：5,500円、中学生：6,000円
小学3年生から中学3年生
20名

中嶋輝雄 様　錦織一郎 様
ご協力いただきありがとうございました。

※参加費等、詳細につきましては次回１月号でお知らせいた
します。

2011年3月6日（日）10時～21時（予定）
関西国際大学　尼崎キャンパス（予定）

日　程
会 場

BUC対象事業秋のエコキャンプ『森の楽校～チャレンジキャンプ～』
社団法人アジア協会アジア友の会 国際グリーンスカウト

賛助会員

関西野外活動ミーティング2011

TEL  06-6167-1200

予 告

＜問合せ・申込み先＞
社団法人アジア協会アジア友の会 国際グリーンスカウト
（担当：松井）
〒550-0002 大阪市西区江戸堀西1-2-16  山下ビル4階
TEL：06-6444-0587　FAX：06-6444-0581
事務局メールアドレス：satoko.m@jafs.or.jp
グリーンスカウト広報ブログ：http://green.ap.teacup.com/gskouhou/
（携帯からもアクセス可）

　大阪市立びわ湖青少年の家（以下、青少年の家）は、（財）
大阪市青少年活動協会（以下、協会）が平成１８年度より指
定管理を受け、運営しています。目の前に広がる琵琶湖で
のカッターやヨットなどの湖上プログラムを中心に、学校
団体や青少年団体、家族などの利用があります。敷地面積
は７，１４９㎡（定員は１５０名）と、野外活動施設としては
こじんまりとしており、道を挟んですぐに民家もあり、周辺
地域に隣接して立地されているため、人里離れた深い自然
に囲まれた広大な敷地面積を誇る野外活動施設とは異な
る特徴があります。

　不明者の捜索や大きな事故、自然災害など不測の事態が
発生した場合には、相応の協力が必要なのはもちろん、普
段から地域のみなさんの理解や協力は不可欠です。例え
ば、施設利用者からすると「大いに盛り上がっているキャン
プファイア」や「合宿練習中の大きな声や演奏」も近隣住民
からすると、「迷惑な騒音」となる場合もあるため、理解を得
るために施設としては配慮が必要です。
　利用者だけでなく、地域のみなさんからも「親しまれる施
設」を目指すには、まず、青少年の家の存在を知ってもらう
こと、また、関係諸機関・団体とつながりをもつことから始
めなければいけません。そのことが、「利用の促進」「双方の
新しい企画などの参加や協力」「緊急時の協力」などにつな
がり、結果として、「親しまれる施設」になっていくと考えら
れます。

　具体的な取組みとしては、指定管理を受けた直後から地
元教育委員会や観光協会をはじめとする関係諸機関への
あいさつまわりをし、各種地元主催の研修会や自然環境保
全活動の参加、イベント協力など日ごとにつながりを重ね
ていく中で、結果としてこの４年間で、地元小中学校や高校
のクラブ活動などの利用が増えたり、教育委員会から姉妹
都市交流事業としての利用の依頼があったり、ガールスカ
ウト団体の利用が拡大されていったり、青少年の家を使っ
た大口イベントが企画されたり、と直接的な利用の増大に
つながった例や、青少年指導者や学校教員対象の講習会の
講師依頼や近隣宿泊施設との利用者相互受け入れ関係構
築の提案など、施設の存在を知ってくれたからこその例な
どがありました。

　また、事務・清掃・用地管理・プログラム指導などの運営
スタッフを確保する際も、地元の求人誌を活用して募集・採
用をし、今では青少年の家に欠かせない人材として活躍い
ただいています。特に湖上プログラム指導の面では、ヨット
経験者をはじめ多数の琵琶湖地域在住ならではの人材が
確保でき、繁忙期を中心に活躍いただいており、こういった
人材活用の面でも地域とのつながりの大切さを感じること
ができます。
　はっきりと数字に表れる施設の利用促進だけでなく、平
時や緊急時に頼りになる人とできるだけ多くつながってお
くことの大切さもこの４年の施設運営の中で改めて感じる
ことができました。しかし、青少年の家にとってメリットがあ
るだけでは、良好な関係とは言えません。日々のコミュニ
ケーションを通して、地域のみなさんのニーズをつかみ、青
少年の家と地域の人々双方にメリットのある関係作りを今
後もさらに進めていきたいと思います。
　　　　　　 大阪市立びわ湖青少年の家　鈴木 忠範
　　　　　　　　　　　　　　　　  　（調査研究部会）
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新しい出会いがあるかもね。

編集：大阪府キャンプ協会　広報部会

　　 
片山宣博、城越幸一、武村尚史、

　　 
橋本啓、橋本恵典、杢國子

※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
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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。

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

　野外教育演習（ゼミ）活動は3年次から、野外教育を
少し専門的に勉強してみたい学生を対象に、野外教
育を専門とする私 福田と昨年度着任した伊原久美子
講師による2つのゼミが開講されています。12～13
名×2ゼミ×2学年、およそ50名の学生が野外教育を
主専攻とするのですが、別途クラブ活動あるいはアル
バイトに忙しい学生も多くいます。そんな学生たちに、
自分たちでゼミキャンプを企画運営させ、まずはキャ
ンプの知識・技術やマネジメントの第1歩について学
習してもらいます。そこで培った力をさらに伸ばすた
めに、小学生の自然学校に指導補助員として参加した
り、地域（熊取町）の子ども達のキャンプを自分たちで
企画・募集・運営・指導したりと、まずは体験を優先さ
せ、興味・経験・知識を深めています。サッカーやバス
ケットといった一般的競技スポーツに携わっている学
生にとって、かなり刺激的な体験が提供されていま
す。将来の教員やスポーツ指導者にとって不可欠な体
験を与えていると我々2人は自負しています。
　ゼミ活動の最後には卒業論文で野外教育を科学し
ます。「生きる力」の変容調査での例を取り上げると、
「中学生の登山活動において強行な行程は女子生徒
に生きる力の低下をおよぼすきらいがあるが、自然体
験がより豊かで活動満足感が高い女子生徒は同じ行
程でも生きる力を向上させている状況」「テント泊、3
泊自炊、学年混在といった生活状況の厳しいキャンプ
は他のキャンプに比べ生きる力の向上により大きな効
果が認められる」といったような事柄を、分析し文章
にまとめるといった学生にとっては刺激的な作業も
行っています。

　野外活動部では1年次から4年間、「鍛える」「広め
る」活動を通してより専門的に活動を実践していま
す。己を鍛える活動は、衣食住20㎏を担いでの縦走登
山、零下10度を超える寒さの中での雪洞泊キャンプ、
無人島サバイバルキャンプなどの合宿で実践されて
います。自然の中で活動する哲学と知恵や技が身につ
きます。そこで鍛えた力を、幼児、小学生、高齢者、障が
い児といった様々な対象へのキャンププログラムの提
供を通して、あるいは大学野外活動実習スタッフとし
て、野外活動、野外教育の素晴らしさを多くの人々に
広める活動を行なっています。
　この春野外活動部は創部40年を迎えました。ＯＢ
会も組織され、創部25周年の折には「キャンプを100
倍楽しむシンポジウム」を単独開催、200人余りの参
加者を集めました。ＯＢの知り合い、さらに知り合いの
仲間や家族が集う「チャレンジキャンプ」が毎年開催
されることもユニークなＯＢ会の特長、素晴らしい体
験の共有ぶりを良くあらわしています。
　ゼミやクラブでの活動は、地域交流・社会貢献活動
に直結しています。地元熊取町との連携の歴史は長
く、小学生低学年の初めての1泊キャンプ、幼児と低学
年の自炊・テント泊の3泊キャンプ、高学年対象の川と
滝の3泊キャンプなど、受託、共催といった様々な事業
形態の中で成果を上げています。ある学校教育キャン
プのスタッフも30年継続中です。
　社会に役立つ学生作りにキャンプを活用し、キャン
プ指導者を育て、プログラムを開発・検証し、キャンプ
の効果を確認・周知することが大学の使命と考えてい
ます。

実りの秋を迎え、

自然からの様々な恩恵を

受けられることに感謝。

　　　　　　　　　（橋本恵典）
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大阪府キャンプ協会 理事／日本野外教育学会 理事／大阪体育大学教授　福田 芳則

　今年で３度目の枚方セラピー牧場のキャンプは、小学３，４年生の男女合わせて８人の子どもたちが参加しました。
特急の停車する枚方市駅より徒歩５分という場所で、馬との暮らしと人も自然の循環の一員だという体験をしてもら
う１泊2日の企画です。
　子どもたちが牧場に着くとまず、たわわに実ったトマトとゴーヤにちなんで、トマトさん、ゴーヤ君チームに分かれまし
た。早速、自分たちの寝床のテントに目印の楽しい旗を作りました。最初、保護者と離れて緊張していた子どもたちもプロ
グラムが進むにつれ、自由時間には子どもたちの作るルールが大人たちを引っぱって、遊びを盛り上げていました。
　プログラムは、大きい馬での乗馬やポニーの手入れ、馬房(馬のお部屋)のそうじ、植物への水まきなど協力作業から
スタートしました。缶ポックリで平均台に上がるなど子どもたちのチャレンジ精神全開です。少しスリルがある方が楽
しさも倍増し、達成感も得られるようでした。親の方の「荷物の管理ができるか？髪をくくれるか？以前あった動物アレ
ルギーは大丈夫か？」など、それぞれの心配も牧場の馬たちがやさしく包み込んでくれました。
　夕食は、ボロ(馬ふん)堆肥でおいしく育った野菜とお肉のバーベキュー。お腹がいっぱいになった後、近くの銭湯に
も皆でにぎやかに遠征です。そして、夜はポニーたちと肝試し！いつも牧場を見守ってくれているお墓の横を通りま
す。はじめは怖がって無口になっていた子も、まわってきた後はコースの実況説明を一生懸命にしてくれました。
　２日目にはだいぶ乗馬にも慣れ、馬に乗ったままホースの散水をくぐるという強者までも現れました。
　プログラムの最後は、肉声で心の状態が色で見えるゲームをしまし
た。この声分析は、周波数を声から測定し類推するという分析方法で
す。意識や潜在意識のエネルギーバランスを色と波形という目に見える
形で、過去から未来まで心の内側（本当の自分）をのぞいてみました。
　乗馬や牧場作業、普段使わない体の動かし方をしたり、風のない夜の
テントは暑くて寝苦しかったり、朝早くから蝉の鳴き声で起こされたり
しながら馬たちと仲間と共に過ごした２日間、帰路に着いた子どもたち
はどんな心の色になっていたでしょうか？
　　　　　内閣府NPO法人ホース・フレンズ事務局  芦内 裕実

広報部会  （大阪府森之宮庁舎）

近畿ブロック会議（奈良YMCA）

野外活動促進セミナー

※大阪CONEフォーラム同時開催

（府立総合青少年野外活動センター）

京都キャンプ協会３０周年記念事業

（京都ＹＭCAリトリートセンター）

■７月１６日（金）

■７月１８日（日）

■１０月２日（土）

　　  ～３日（日）

■１０月９日（土）

　　～１０日（日）

《平成22年度大阪府キャンプ協会助成対象事業》

馬に触れて子どものチャレンジ精神 むく
むく
！枚方セラピー牧場キャンプ

牧場
ゲートで集合！

焼き
上がり待ってます。

意識や潜在意識のエネルギーバランス




