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キャンプには
素敵な出会い
が

あるね！

平成25年1月15日

キャンプで街づくり「リーダー養成のサイクル」②

中学生リーダー修了の希望者が参加する高校
生 リ ー ダ ー の 3 泊 4 日 は 、直 接 子 ど も た ち と

接するのではなく、裏方のスタッフを経験する。
自分自身が小学生の時に参加した「こども会
キ ャ ン プ 」を 影 か ら 支 え る 体 験 を す る の だ 。
キャンプカウンセラーと同様に薪運び、食事
材料の仕分け、階段直し等、キャンプを縁の下
の力持ちとして支える。そして自分以外の誰か
のために、
一生懸命になれた自分自身に気づいて
もらうキャンプなのだ。子どもたちから「楽し
かった！また来るよ。」と聞いた時に、自然に涙
が溢れる自分に出会って欲しいと願っている。
その気持ちはキャンプを終えても枯れること
なく湧き上がり、やがて大学生になりキャンプ
カウンセラーの道へと進むエネルギーになる
と信じているからだ。
いってらっしゃい！

3泊4日のリーダーキャンプを終えた高校生
は、感動の涙で目を赤く腫らしながら、未来の
上山のために「いってきます！」の言葉を残し
て下山する。職員、キャンプカウンセラー全員
がありったけの声で「いってらっしゃい！」と
見送る。
青少年のキャンプは、一度行ったことがある
から「卒業」するのではなく、体の成長に応じて
心を成長させる機会として継続して行うべき
なのだと思う。じっくり腰をすえて、育て上げ
る仕組みと情熱が必要なのだ。
未 来 の リ ー ダ ー は 、今 、目 の 前 に い る こ の
キャンパーが、感動する瞬間に生まれるのだ。
＜『誰か』がやる その『誰か』になる＞ような、
気概溢れるリーダーを生み出すことを信念に、
市が直接運営する特性を生かし、心のふるさと
であるキャンプ場として、これからも継続・発
展させてゆきたい。

事務局日誌
■10月15日
（月）きゃんぷOSAKA発送・次号編集会議
広報部会(事務局）
■10月22日
（月）ＣＤ塾「キャンプで大事にしていること」
（大阪南ＹＭＣＡ）
■11月 ４日
（日）アウトドアチャレンジ『野外力検定』
（鶴見緑地）
■11月19日
（月）ＣＤ塾「ＣＤに必要な考え方・価値観・知識」など
（関西テレビ本社）
■12月 ３日
（月）ＣＤ塾（懇親会）
■12月 ９日
（日）リスクマネジメントセミナーin関西
(ドーンセンター）

編集後記
思い起こせば、
2012年もたくさんの
笑顔や学びに溢れた活動ばかり。
2013年も素敵な活動いっぱいの1年に
（中村）
なりますように。
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、中村舞、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。

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

キャンピズ

障がいのある人の余暇
（野外）
活動支援の

輪 を広げようプロジェクト

キャンピズは、障がいの有無にかかわらずレクリエーション・野外活動を通し、信頼
し合い助け合って生きていく社会づくりを目指すNPO団体です。
今回のプロジェクトは、余暇関連施設・地域の方々に、知的・発達障がいのある
子ども・大人の思いや特性がより伝わるよう、
支援のポイントを明確化し、
普及すること
を目標に平成２４年度大阪市市民活動推進基金の助成を受け、行っています。
プロジェクトに先立ち、
障がいのある子ども・大人がのびのび余暇活動する意味・可能
福田 年之 氏
性を探るためにはどのような支え合いが必要なのかを考える研修会を２回行いました。
１回目は、
「知的・発達障がいのある人の余暇（野外）活動支援の意義と可能性」
について、福田年之
氏〈（社福）朝日新聞厚生文化事業団〉
にご講演いただきました。
自閉症の特性を理解し、
キャンパー
が自らあたり前のこととして、余暇時間にいきいきできる活動を支援（「刺激を最小限
に」
「視覚的に」
「スケジュールを明確に」等）
する大切さを学びました。
２回目は、
「発達障がいのある人の成長を支える余暇（野外）活動支援の工夫」
に
ついて、若野貴司氏〈（公財）
そらぷちキッズキャンプ〉にご講演いただきました。
４グループに分かれ４つの遊び（アンバランス・テーブルバレー・カードゲーム等）
を実践しながら、活動中の行動をポストイットカードに記録し、
４つの側面
（身体的・
認知的・社会的・感情的）
のどの分野の成長を支えるのか分析することで、
「 遊びを
育てることで、子どもが育つ」
ことと工夫を楽しく学びました。
若野 貴司 氏
２月上旬には、
キャンピズで初めて利用する、一般総合レジャー施設で
野外活動し、キャンパー・ご家族・施設側の体験談を基に課題を明確化
した後、ブックレット（小冊子）
にまとめ、
関連施設、
市民に配布することに
より、
障がいの特性の理解を深め、
彼らの思いを実現しやすい環境づくり
につなげたいと思います。
NPO 法人 キャンピズ 代表理事 水流 寛二
（連携事業担当部会）
理事

会話も動作も
記録しよう！
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高校生リーダーキャンプ

山内 得世
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中学1年生を対象にした5泊6日のキャンプ。
テント以外は何もない自然の中で、7〜8人の
グループで頭と体をフル回転させるキャンプ
生活だ。1泊目こそ野外技術研修や作戦会議を
行 う が 、2 泊 目 か ら は テ ン ト を 担 い で 水 道 や
電気を使わない森の中に入り、3泊4日の生活を
行う。自炊の火も、ライターがわりに木と木を
こすり合わせる火おこしで得る。キャンプの
仕掛けは3つ。
1、
キャンプ中は食事の回数や就寝時間も含めた
プログラムを自分たちで決める。
2、班全員の意見が一致しなければ行動できない。
３、
キャンプカウンセラーは見守り役に徹する。
健康
状態のチェック以外は、中学生にまかせるのだ。
夏なので日は長いが、火おこしは大人でも
難しい。まして中学生がやるのだから、火種は
できてもすぐ消えてしまう。だから１食〜２食、
食べられないこともある。
非常用乾パンを食べる
時 も 班 の 全 員 が「 今 、食 べ る べ き か 。」を 納 得
するまで話し合う。暗い中で何度も何度も失敗
して、やっとついた火で炊き上げた白ご飯を
ほおばり、
「お米ってこんなにおいしいんや！」
と笑い合う。こうして、グループの仲間とつな
がっていくのだ。
最終日の夜は、キャンプをやり遂げた一人
ひとりが5泊6日を振り返り、感想を発表する。
そこで中学生は、
あたりまえだと感じていた日常
は誰かが支えてくれていたことに気づき、忍耐
力と仲間、達成感を感じとるのである。

〒556-0021 大阪市浪速区幸町2丁目７-３
りそな・アルテ桜川ビル４階
TEL:06-6561-7800 FAX:06- 6561-7801
Contact : osaka@camping.or.jp
http://osaka.camping.or.jp

A

中学生リーダーキャンプ

編 集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

A

大阪府キャンプ協会理事・茨木市青少年野外活動センター所長
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自 閉症の子どものキャンプ
閉症の子どものキャンプ

障がい者 の

アウトドア アクティビティ特集
オーシャンゲート
ジャパン

障 害は、
障害ではない。
害は、
障害ではない。
障害のために諦めていたり、障害があるからできないと思い
込んでいる障がい者の方々が、大勢いる。今年も多くの方々が、
ＮＰＯ法人オーシャンゲート ジャパンの海洋活動に参加され、
感動体験を行った。
今まで、不可能だと思っていたことが、多くの人々の支えや助け
によって実現することを、今回の参加者も実感された。小児マヒ
や交通事故によって四肢マヒになられた参加者が、
車イスを離れ、
プールでの水慣れから始まり、プールや海洋での心身の浮遊感
や解放感を味わった。
陸上では、
「マヒもあり動かすことがなかった
▲ ボランティアスタッフと共に記念写真
手足を動かすことで、
今までとは違った感覚が経験できた」
「何年
、
かぶりに動かせた」
との感想もいただいた。身体のリハビリ効果や残存機能の活性にも繋がったようだ。
さらに、
もっと積極的に外に出て活動したい、
という心の変化も現れた。それは、一度だけの海洋体験から、再度の挑戦
へ、沖縄や海外へも行ってみたいという活動範囲を広げる意欲をも生み
出す結果になった。
ひとつの行動が次の行動を生み、大きな意欲の連鎖を起こした。
障害が、障害になっていない。障害を超えた瞬間でもあった。
同時に、その活動を支えたボランティアにとっても、人を支える喜び、
ともに生きている嬉しさを実感できた瞬間でもあった。
昨年度の東日本元気回復プロジェクトで活躍したボランティアも、
今年から新たに加わった多くの仲間も、次のボランティア活動への大きな
一歩となり、様々な海洋活動に積極的に参加してもらえた。
また、
スキル
アップのための研修会や勉強会にも参加することで、
ますます安心感
▲ プールでの練習風景
（小児マヒによる四肢マヒの方）
のある頼れるボランティアとして成長した。
支援する側とされる側という、一方向の流れではなく、お互いに
喜びと驚きを共有することで、相互の交流がより深まった。
そして、障がい者やそのご家族そして仲間はもちろん、
ボランティア
として参加した全員が、海の豊かさ、
自然の素晴らしさ、生物の不思議
さ、そして生命の貴さに気づく大きな機会にもなった。
ＮＰＯ法人

オーシャンゲート ジャパン 代表

白杉 芳彦
▲ 海洋での水中観察風景

（左半身マヒの方）

朝日新聞厚生
文化事業団

2004年の新潟県中越地震のあと、
自閉症の子どもやその家族が車の中で過ごさなければならなかったという新聞記事
が大きな反響を呼びました。他の避難者への迷惑を考え、避難所にさえ避難できなかったのです。
その中越地震の中心地、
新潟県長岡市の自閉症親の会のお母さんたちと、
地震のあった年から毎年キャンプを開催して
います。
「集まって遊ぶだけではなくて、
本人が楽しめるキャンプをしてください。
」
保護者の願いを受けて実現させたものです。
このキャンプには、
毎年１５〜２０人程度の小学生から高校生までの自閉症の子どもたちが参加しています。
スタッフは地元
に理解者を増やすために、
近辺在住の大学生と社会人約３０人のボランティアです。
これに東京から
５人程度の朝日キャンプＯＢとＯＧがキャンプ経験者として参加し、運営を手伝ってきました。
自閉症の子どもたちがキャンプを楽しむためには自閉症について正しく理解をすることと、
それを基にした工夫が必要です。
それは「してはいけないこと」
というより「したほうがよい
こと」、
また工夫もなしに「慣れる」
ことや「我慢する」
ことに頼らないことです。
プログラムを通じて、
自閉症の子どもの笑顔や満足した顔が増えるほど、
地元の若者たちの
理解の輪が着実に広がり、
いまでは運営を担える地元スタッフも育ちました。
キャンプには、
ソーシャルアクションとしての重要な役割があることをつくづく実感します。
２年前から、
伊豆半島の先っぽにある小さなまちに住む朝日キャンプＯＧ
とともに、
地元市民（町民）
を巻き込んで「自閉症の子どもたちのキャンプ」
を始めました。
理解の少ない中、
役場の人たちもボランティアで参加してく
れ、
「廃校を有効利用してくれないか」
という声をもらうまでになりました。
キャンプには、
まだまだ可能性があるのです。
その可能性を引き出し、
社会
に提示するのは、
私たち「キャンプなかま」
のいま大きな役割です。
（社福）
朝日新聞厚生文化事業団 福田 年之
（日本キャンプ協会 正会員）

障がい者とカヌ
がい者とカヌー事業
ー事業

大阪府立
青少年海洋センター

今年も６月２３日〜２４日と障がい者のカヌーイベント「パラマウントチャレンジ
カヌーｉｎ大阪」
が開催されました。
海洋センターが障がい者のカヌーを始めたのは、
ʼ０２年に年５回の宿泊・日帰りの障
がい者カヌー事業が日本財団の補助、助成を受けることができ、
その助成金でカヌー
を購入したのが始まりのようです。
初めの頃は、
事業のチラシを障がい者が通うスポーツ
センターや施設に送り、集まったのは、
５回で延べ２５名でした。府立身体障害者福祉
センターの方のサポートや日本障害者カヌー協会の吉田氏の指導もいただきました。
ʼ０４年に吉田氏が障害者カヌー協会で行っているパラマウントチャレンジカヌー
を海洋センターで実施するようになりました。
当初は、
センター事業と別の日程で
行っていましたが、ʼ０５年には共催という形で行われるようになりました。
▲ カヌー出艇準備中です
ʼ１０年・ʼ１１年はパラカヌースプリント世界選手権日本代表選考会も行われました。
全国交流大会と位置づけされた「パラマウントチャレンジカヌーｉｎ大阪」は、今年で第９回を迎えました。天候に
も恵まれ、
スタッフ、
レスキューを含め最大６５艇、約１００名が大阪湾に繰り出しました。
初日は、
湾内で身体慣らしをした後、
少しだけ湾外へ。
関空や淡路島など、
大阪湾の景色を堪能。
夜はパーティで交流
会。
歌ありゲームあり仮装ありで盛りだくさんでした。
２日目の午前中はツーリング。
湾の外へ漕ぎ出し往復４キロほどの行程にチャレンジ。
せんなん里海公園沿いを自分の
ペースで進んでいきます。数艇の沈艇は出ましたが、全員無事に戻りました。午後からは湾内でゲーム大会。
竿に吊るした
お菓子を捕ったり、
スタッフが水鉄砲で水をかけたり、
５、
６艇で競争したりしてカヌーを楽しみました。
閉会式では、
参加者
に様々な賞と副賞が贈られ２日間の活動を称えました。
それぞれがカヌーというものを楽しんだ２日間でした。
海洋センターでは、
「パラマウントチャレンジカヌー」
の他、
夏休みに３回行われる障がい児・者のフレンドシップキャンプ
事業の目玉のプログラムとしてカヌープログラムを取り入れています。
今後も障がい者が海の活動に親しむ機会の一つとして、
障がい者のカヌー事業の展開を広げていければと考えています。
大阪府立青少年海洋センター
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野外活動指導者のための

リスクマネジメントセミナー in関西
今年のテーマは『災害のリ
スクに応えるキャンプ力』で、
東日本大震災をはじめ近年
各地で起こる災害に対して、
野外活動やキャンプの体験が
どのように役立ち、どう活か
されてきたのか。
キャンプ力っ
講演を熱心に聴く受講
てなんなんだろうということ
者の顔は真剣！
を考える１日となりました。
基調講演には、元盛岡YMCA宮古ボランティアセンター所
長の池田勝一氏を迎えました。現地での復興活動を通して、
「自然への驚異を知ること」
「寝食をともに生活すること」
「仲間
の一員として役割を知ること」などキャンプ生活で得られる
様々な経験が非常時に活きてくるということを感じられたそう
です。
また、
ボランティアの人たちも含めて“待つのではなく、
自
ら探すこと”の重要性も伝え続けられたとのことがとても印象
的でした。
その後の講演では、
『キャンプの可能性〜キャンプで培うリ
スクマネジメント力』
というテーマにそって、関西学院大学教
授の甲斐知彦氏にお話いただきました。
キャンプでは
「組織マ
ネジメント力」
「生活力」
「ストレスマネジメント力」
「人間力」
を
身につけることができ、
それは社会において求められている力
であるということは、野外活動者にとってとても心強いお話だ
と感じました。
昨年に引き続き行われた
『事例報告＆分科会』
では、
４団体
のスタッフから事故事例の報告がありました。
「食」
「有害生物」

（日）
日
時：2012年１２月９日
会
場：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
参加人数：71名
主
催：
（公財）
関西テレビ青少年育成事業団、
（一財）
大阪府青少年活動財団、
大阪府キャンプ協会

「指導者」
「 海」のテーマにそって、内容の濃い報告となりま
した。分科会では各テーマにそったグループ討議が行われま
した。発表事例を基に事故の要因や今後の対策を話し合うと
ともに、参加者からも様々な事例が発表され、多くの情報交換
が行われました。
今までなんとなく感じていた“キャンプ力”は、青少年育成の
みならず、災害時にも役に立つのだということを再認識する場
となりました。“人に寄りそう”“相手の目線に合わせる”日頃の
キャンプ活動で大切にしていることが様々な場面でも活きてく
るということを心に留めて、今後の活動に活かしていきたいと
思います。
（公財）
関西テレビ青少年育成事業団
近山 真由美（指導者養成会員事業部会）

■ 参加者の声
会場に入ると多数の参加者の方がおられ、関西の人たちの
意識の高さに驚きました。私自身今までに何度も参加していま
すが、
この日は年に一度、改めてリスクについて向き合う貴重
な一日です。分科会では、
具体的な事故事例を聞く
ことができ、自分たちの活
動を今すぐにでも改善す
るきっかけとなりました。
ま
た来年も必ず参加しようと
思います。

プ

仲

間

と

共

に
大阪府キャンプ協会会長

錦織 一郎

ハンサム（handsome）な行いが湧き上がるように
新しい年2013年を迎えるとともに、
新島八重
（山本八重）
「ハンサム」
という言葉、私にとっては、
５０年ほど前の
を主人公とした大河ドラマ「八重の桜」
が始まりました。
こ
小中学生時代からほとんど使っていなかったし、全く語彙
の時、
NHK がこのテーマの大河ドラマを制作しなければな
として持っておられない若い世代の方も多いと思います。
らない意味は、
逆境の中で絶望から立ちあがっていくときに 「ハンサム」
は、
「男子として、
立派な、
美しい」
「女子として、
魅力
柱となる心、
それも会津で育まれてきた心を伝え、
日本の中
的、
堂々とした」
「性差を問わず、
行いの立派な」
という意味
で大切にしている「人の役に立ちたい」
という美しい精神性
を持っています。
少年時代に勉強も運動もできてかっこよい
を多くの人たちと共に確認していくことにあると推察できま
友人をハンサムボーイと呼んでいたことを思い起こします。
す。
そして、
東日本大震災から立ち上がっていくことに相通
懐かしさもこめて、
私たちのキャンプ仲間とその行いを賛美
じる姿を表現するというメディアの責任を感じます。
する言葉として、
「ハンサム」
という言葉をかみしめて使うこ
同志社の創設者新島襄は、結婚するパートナー八重の
とができればと考えます。
ことをこのように表現しています。
冷気が光をきらめかせて美しい情景を映し出す冬、
その
冷気は私たちを凛とさせて、
決意の背中を押してくれます。
Of course she is not handsome at all.
「人の役に立とうとする
But what I know of her is that she is
心 がさりげ なく湧き
a person who does handsome.
あがるようなハンサム
「彼 女は決して美 人ではありません。
しかし、
な行い」
が満ち溢れる
私が彼女について知っているのは、
美しい行い
協会であることを
をする人だということです」
新島八重ハンサムな女傑の生涯／同志社同窓会編
希望するものです。

豊能登山キャンプクラブ

藤田 歩美

楽しかったよ！

きました
より深い話し合いがで
分科会では、

野外力検 定

１１月４日（日）、秋のさわやかに晴れ渡った空の下、木々の紅葉を横目で見ながら、鶴見緑地の大芝生
広場で「アウトドアチャレンジ 野外力検定」
が開催されました。
アウトドアチャレンジは、小学校高学年
を対象に子どもたちに外で遊ぶ楽しさを知ってもらいながら、野外力、
つまり
「生きる力」
を身につけても
らおうと、
「子どもゆめ基金」
の助成を受けて、全国的に実施している事業です。
大阪会場では団体会員のガールスカウト大阪府連盟、
大阪府青少年活動財団、
大阪市青少年活動協会、
日本ボーイスカウト大阪連盟が参加しました。各団体は、
ブースごとに検定種目を担当し、鉛筆削り、
クツ
ひもや、
もやいむすびの体験を指導していました。
ちなみに大阪府キャンプ協会の担当は「重さどんぴしゃ」。
１kg の重さをぴったり
当てるのですが、一回で合格する子どもさんがたくさんいて、
こういう能力は
1Kg …？
子どものほうがあるのかなあと思えるくらいでした。
最初は「何だろう？」
と思っていた親子連れも、
一つ一つチャレンジして
いくうちに夢中になり、合格すればカードがもらえるので、
フォルダーに
カードがたまっていくと、
みんなとってもうれしそうでした。
今回実施したのは「入門編」
です。
本格的な腕試しをする
「チャレンジ編」
や、お友だちや家族とおうちで気軽に楽しめる「普及編」もあります。
子どもたちがやり遂げた後に見せる笑顔をみていると、
このような機会
を大事にしていきたいと感じる一日でした。
（一財）
大阪市青少年活動協会 小柳 敬明（広報部会）
４
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ティーピー作りにチャレンジ！
（公財）大阪YWCA

中村 舞（広報部会）

ティーピーはスー族を始め、北米平原部などを移動しながら狩りを行う
部族の野営用の住居である。テントと決定的に違うのは、中で火を焚くこと
が出来ることである。
一端を束ねた木の棒を広げて地面に建て、支柱とした円錐形構造で、その
周囲にバッファローのなめし革やキャンバス布を被せ、十数本の木の杭で前面を留める。構造が簡単で、しかも頭頂
の開口部が排気口となるため、内部で火をくべて暖房や煮炊きができるのである。

その1番簡単な作り方は以下の通り！
用意するもの

①
②
③
④
⑤
⑥
★

○木の棒（竹が軽くてオススメ！） ○ブルーシート2枚

○長いロープ

○杭

木の棒5、6本の片方を揃えてもう片方をロープできつく縛る。
ブルーシートを2枚つなげて長方形を作る。
棒の縛り目から反対側の端までの長さ強を半径にしてブルーシートを半円の形に切る。
円の中心部分も束ねた棒を囲めるぐらいの円周で半円に切る。半円の直線部分に左右対称の位置に穴をあける。
（閉じる時は入り口の分を残すのを忘れずに！）
出来たブルーシートで棒の束をくるみ、シートの穴にロープを通して閉じる。
縛り付けた方を上に立て、シートが円錐の形になる様に棒をそれぞれ広げる。
入り口を留めるときは、穴と穴を棒などでとめると良い。 以上で完成！

本格的に中で泊まろうとするならば、底にスノコとシートを敷き、杭で地面に止めれるようにロープをかけるなど
の工夫が必要だが、雨や風の無い条件下で寝たり、秘密基地遊びにぐらいなら上の作り方でも十分である！
また、中で実際に火を炊く場合は燃えにくい材質のシートでした方が良い。
５
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大阪府キャンプ協会

団体会員紹介
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現在、大阪府キャンプ協会には36の団体会員がおられ、
それぞれの団体が各自の特色を生かし、
ユニーク
な活動を行っておられます。広報紙では今号より、
そんな団体会員の活動をご紹介していきます。

特定非営利活動法人

日本森林ボランティア協会

設 立 1997年１０月 任意団体として設立。
2000年４月NPO法人化
目 的 ・市民ボランティアによる森林の保全

・森林ボランティアリーダー養成事業「森林大学」の開催
活動内容 必要な手入れがされずに放置された森林を市民の手で守ろうと設立した団体で、
現在
は大阪府内を中心に十数か所の森林で、
ほぼ月に一度のペースで市民ボランティアによる間伐や枝
打ちなどの森林整備活動を行っている。例えば、設立時からかかわっているのが箕面市にある箕面国
有林。
ここでは、
スギ・ヒノキの間伐作業や造林、
下刈り、
枝打ちなどの作業を毎月一度、
３０名ぐらいが
集まって作業を行っている。一方、千早赤阪村の金剛山活動地は、大阪を代表する個人所有林で
プロの技を教わりつつスギ・ヒノキの間伐を主に活動を行っている。
他にも高槻市では雑木林や竹林の整備を行うなど、
所有形態や森林の種類もいろいろである。
また、
設立時から開催している森林ボランティアリーダー養成事業「森林大学」
は、一期６か月で、
その間
金剛山の人工林で間伐体験
に林業の現状等の講義から、間伐体験等の実習、
さらに、救急法、
ボランティア論など、森林ボラン
ティアリーダーとしての知識と技術を広める講座であり、関西を代表する基本が学べる講座として定着している。
ここの修了生
が各活動地のリーダーになり活躍している。
一般参加者を対象とした野外活動に関しては、和歌山県九度山町での活動があげられる。
中学生、高校生を対象に森林での
体験や林業作業の体験を年に一度のペースで行っている。
森林大学を開催しているおかげで人材には恵まれた団体であり、今後はこの国の素晴らしい森林環境を子孫に残していくこ
とを使命に活動を続けていきたい。

公益社団法人

アジア協会 アジア友の会

設 立 1979年に大阪で設立。
2012年４月「公益社団法人」
として認可。
活動内容 アジア１８ヵ国に井戸を贈る国際協力団体（NGO）
で、
関西を中心に日本全国に4，
000人を

超える会員がいます。
「誰もが生まれてきて良かった」
と思える社会を目指し、
安全な飲料水供給のための井戸建設
（累計
土と水と緑の学校 閉校式
1,593基）
や植林活動
（累計244万本）
、
子ども教育支援
（小学校建設105校舎）
を中心に活動しています。
海外との交流・協力活動は、
インド、
インドネシア、
バングラデシュ、
タイ、
マレーシア、
フィリピン、
スリランカ、
ネパール、
韓国、
カンボジア、
シンガポール、
ミャンマー、
ラオス、
中国、
ベトナム、
モンゴル、
パキスタン、
アフガニスタンにも広がってきています。
日本国内では、ʼ84年から“グリーンスカウト（GS）”として、環境に取り組む若者を育てようと活動
してきました。
毎年8月に、
和歌山県新宮市で開催する自然学校「土と水と緑の学校」
は、
29年目を迎え、
これまでの
卒業生も2,000名を超えます。
この自然学校は、
6日間大自然の中で共同生活をします。
土・水・緑・海・
心の寺子屋で学び、
宿泊し、
仲間たちと一緒に過ごすことで思いやりの心を育てるプログラムです。
くじら
ウォッチングやカヌー、
ハイキング、
川や海、
土の中に住む生物観察なども体験します。
初めての参加者
くじらウォッチング
は最初、
おっかなびっくり。
けれども、
帰るころには友達がいっぱいできて別れがたくなるほどです。
小学生・中学生の参加者以外に、
高校生以上を対象にリーダーとしての活躍の場があります。
年間を通して、
プログラム企画や
リーダーシップ、
コミュニケーション等のリーダーシップ育成研修を行っています。
また、年間を通じて行う「GSエコキャンプ」
は1泊〜２泊と短いため手軽に参加しやすく、
大好評を博しています。
自然環境を
考えながらのエコキャンプのフィールドは、
春は筍掘り、
秋は味覚満喫など、
その時々の季節を感じながらのキャンプです。
常時、
アウトドアキャンプリーダー（高校生以上）
を募集していますので、
ご興味のある方はぜひご連絡ください。

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
キャンプディレクター２級養成講習会（ＰＤコース） 関西野外活動ミーティング2013

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？
日
程 2013年2月9日（土）〜11日（月・祝）2泊3日
会
場 吉野宮滝野外学校（奈良県吉野郡吉野町宮滝101-1）
事前レポート 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。
講習・実習 プログラムディレクター（PD）に必要とされる指導

【20歳以上】 ●受講要件を満たした方（詳しくはお問い合わせください）

業

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、
ミーティングを行います！これから始める人も大歓迎！皆さんの
知恵を持ちより、
ワイワイ・ガヤガヤしませんか？
日 時 2013年3月3日（日）10：30 〜 20：00
会 場 ドーンセンター（府立男女共同参画・青少年センター）
テ ー マ キャンプ活動とＳＮＳ ─魅力的なキャンプの伝え方─
内 容 ■プレイベント(午前) ポスターセッション(団体紹介)

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。

参 加 費 36,000円
定
員 30人
対
象 ●キャンプインストラクター資格をお持ちの方

BUC対象事

参加費
主 催

■研究発表・実践事例発表
■シンポジウム
大阪体育大学 教授 藤本淳也 氏
(公財)神戸ＹＭＣＡ 阪田晃一 氏
(株)エスイーエス 代表取締役 鈴木康蔵 氏
■交流会 (参加費に含まれています。昼食は各自)

一般：3,000円 学生：1,000円
関西野外活動ミーティング2013実行委員会

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！
開催予告！ 日程等詳細が決まりましたら、大阪府キャンプ協会のHP等で告知します。 大阪府キャンプ協会

ユースサービス大阪（財団法人大阪府青少年活動財団）TEL 06-6561-7800

検索

キャンプ指導者講習会

今年度も３つのコースを
Ａ. 冬の自然を
Ｂ. アウトドアテクニック
Ｃ. コミュニケーション
満喫コース
応用編コース
スキルコース
開催！基礎から学びたい方
や、
スキルアップを目指す方 日程 理論① １月22日（火）19〜21時
2月5日（火）19〜21時
2月12日（火）19〜21時
まで少人数での講習で、楽し
2月7日（木）19〜21時
2月14日（木）19〜21時
理論② １月24日（木）19〜21時
く＆しっかり学べます。様々
１月26日（土）
〜 27日
（日） 2月9日（土）〜 10日
（日） 2月16日（土）〜 17日
（日）
実習
な団体とのネットワーク 会場 理論
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）
作りにも絶好の機会です。
吉野宮滝野外学校（奈良県吉野郡吉野町宮滝101-1）
実習
施設や団体の指導者の皆さ 定員
各コース 15名（最少催行５名）
んもぜひ、
ご参加下さい！ 参加費
各コース 15,000円（学生8,000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、
「CONEリーダー」
（自然体験活動指導者）の登録ができます。
（別途費用が必要となります）

支援活動をする人のためのガイドブックができました！

「 被 災 者 の 心を支えるために − 地 域で 支 援 活 動をする人 の 心 得 − 」

専門家に限らず誰でも、被災者を取り巻くすべての人々の少しの配慮や気遣いによって、
被災者の心を大きく支えることができます。
被災者と関わる上で知っておきたい、
被災者への心配りや地域を尊重する支援活動の方法
が分かりやすくまとめられた手引きが、
プラン・ジャパンにより国内向けにまとめられました。
プラン・ジャパンは、途上国の子どもたちとともに地域開発を進める国際ＮＧＯです。
下記アドレスからダウンロードできますし、職場・地域などでまとめて配布する場合は、冊子
の請求もできます（無料)。 http://www.plan-japan.org/report/tohoku/
（公財）プラン・ジャパン コミュニケーション部 TEL：03-5481-0030
（平日9：00 〜 17：30）

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。

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

ALBi大阪駅店

大阪市北区梅田3-2-135 ALBi
TEL/06-6346-7544

大阪鶴見店

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

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

天王寺MIO店

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

箕面店

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
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キャンプには
素敵な出会い
が

あるね！

平成25年1月15日

キャンプで街づくり「リーダー養成のサイクル」②

中学生リーダー修了の希望者が参加する高校
生 リ ー ダ ー の 3 泊 4 日 は 、直 接 子 ど も た ち と

接するのではなく、裏方のスタッフを経験する。
自分自身が小学生の時に参加した「こども会
キ ャ ン プ 」を 影 か ら 支 え る 体 験 を す る の だ 。
キャンプカウンセラーと同様に薪運び、食事
材料の仕分け、階段直し等、キャンプを縁の下
の力持ちとして支える。そして自分以外の誰か
のために、
一生懸命になれた自分自身に気づいて
もらうキャンプなのだ。子どもたちから「楽し
かった！また来るよ。」と聞いた時に、自然に涙
が溢れる自分に出会って欲しいと願っている。
その気持ちはキャンプを終えても枯れること
なく湧き上がり、やがて大学生になりキャンプ
カウンセラーの道へと進むエネルギーになる
と信じているからだ。
いってらっしゃい！

3泊4日のリーダーキャンプを終えた高校生
は、感動の涙で目を赤く腫らしながら、未来の
上山のために「いってきます！」の言葉を残し
て下山する。職員、キャンプカウンセラー全員
がありったけの声で「いってらっしゃい！」と
見送る。
青少年のキャンプは、一度行ったことがある
から「卒業」するのではなく、体の成長に応じて
心を成長させる機会として継続して行うべき
なのだと思う。じっくり腰をすえて、育て上げ
る仕組みと情熱が必要なのだ。
未 来 の リ ー ダ ー は 、今 、目 の 前 に い る こ の
キャンパーが、感動する瞬間に生まれるのだ。
＜『誰か』がやる その『誰か』になる＞ような、
気概溢れるリーダーを生み出すことを信念に、
市が直接運営する特性を生かし、心のふるさと
であるキャンプ場として、これからも継続・発
展させてゆきたい。

事務局日誌
■10月15日
（月）きゃんぷOSAKA発送・次号編集会議
広報部会(事務局）
■10月22日
（月）ＣＤ塾「キャンプで大事にしていること」
（大阪南ＹＭＣＡ）
■11月 ４日
（日）アウトドアチャレンジ『野外力検定』
（鶴見緑地）
■11月19日
（月）ＣＤ塾「ＣＤに必要な考え方・価値観・知識」など
（関西テレビ本社）
■12月 ３日
（月）ＣＤ塾（懇親会）
■12月 ９日
（日）リスクマネジメントセミナーin関西
(ドーンセンター）

編集後記
思い起こせば、
2012年もたくさんの
笑顔や学びに溢れた活動ばかり。
2013年も素敵な活動いっぱいの1年に
（中村）
なりますように。
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、中村舞、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。

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

キャンピズ

障がいのある人の余暇
（野外）
活動支援の

輪 を広げようプロジェクト

キャンピズは、障がいの有無にかかわらずレクリエーション・野外活動を通し、信頼
し合い助け合って生きていく社会づくりを目指すNPO団体です。
今回のプロジェクトは、余暇関連施設・地域の方々に、知的・発達障がいのある
子ども・大人の思いや特性がより伝わるよう、
支援のポイントを明確化し、
普及すること
を目標に平成２４年度大阪市市民活動推進基金の助成を受け、行っています。
プロジェクトに先立ち、
障がいのある子ども・大人がのびのび余暇活動する意味・可能
福田 年之 氏
性を探るためにはどのような支え合いが必要なのかを考える研修会を２回行いました。
１回目は、
「知的・発達障がいのある人の余暇（野外）活動支援の意義と可能性」
について、福田年之
氏〈（社福）朝日新聞厚生文化事業団〉
にご講演いただきました。
自閉症の特性を理解し、
キャンパー
が自らあたり前のこととして、余暇時間にいきいきできる活動を支援（「刺激を最小限
に」
「視覚的に」
「スケジュールを明確に」等）
する大切さを学びました。
２回目は、
「発達障がいのある人の成長を支える余暇（野外）活動支援の工夫」
に
ついて、若野貴司氏〈（公財）
そらぷちキッズキャンプ〉にご講演いただきました。
４グループに分かれ４つの遊び（アンバランス・テーブルバレー・カードゲーム等）
を実践しながら、活動中の行動をポストイットカードに記録し、
４つの側面
（身体的・
認知的・社会的・感情的）
のどの分野の成長を支えるのか分析することで、
「 遊びを
育てることで、子どもが育つ」
ことと工夫を楽しく学びました。
若野 貴司 氏
２月上旬には、
キャンピズで初めて利用する、一般総合レジャー施設で
野外活動し、キャンパー・ご家族・施設側の体験談を基に課題を明確化
した後、ブックレット（小冊子）
にまとめ、
関連施設、
市民に配布することに
より、
障がいの特性の理解を深め、
彼らの思いを実現しやすい環境づくり
につなげたいと思います。
NPO 法人 キャンピズ 代表理事 水流 寛二
（連携事業担当部会）
理事

会話も動作も
記録しよう！

A

竹内 靖子

A

A

A

くずさずな？
できるか

A

高校生リーダーキャンプ

山内 得世

A

中学1年生を対象にした5泊6日のキャンプ。
テント以外は何もない自然の中で、7〜8人の
グループで頭と体をフル回転させるキャンプ
生活だ。1泊目こそ野外技術研修や作戦会議を
行 う が 、2 泊 目 か ら は テ ン ト を 担 い で 水 道 や
電気を使わない森の中に入り、3泊4日の生活を
行う。自炊の火も、ライターがわりに木と木を
こすり合わせる火おこしで得る。キャンプの
仕掛けは3つ。
1、
キャンプ中は食事の回数や就寝時間も含めた
プログラムを自分たちで決める。
2、班全員の意見が一致しなければ行動できない。
３、
キャンプカウンセラーは見守り役に徹する。
健康
状態のチェック以外は、中学生にまかせるのだ。
夏なので日は長いが、火おこしは大人でも
難しい。まして中学生がやるのだから、火種は
できてもすぐ消えてしまう。だから１食〜２食、
食べられないこともある。
非常用乾パンを食べる
時 も 班 の 全 員 が「 今 、食 べ る べ き か 。」を 納 得
するまで話し合う。暗い中で何度も何度も失敗
して、やっとついた火で炊き上げた白ご飯を
ほおばり、
「お米ってこんなにおいしいんや！」
と笑い合う。こうして、グループの仲間とつな
がっていくのだ。
最終日の夜は、キャンプをやり遂げた一人
ひとりが5泊6日を振り返り、感想を発表する。
そこで中学生は、
あたりまえだと感じていた日常
は誰かが支えてくれていたことに気づき、忍耐
力と仲間、達成感を感じとるのである。

〒556-0021 大阪市浪速区幸町2丁目７-３
りそな・アルテ桜川ビル４階
TEL:06-6561-7800 FAX:06- 6561-7801
Contact : osaka@camping.or.jp
http://osaka.camping.or.jp

A

中学生リーダーキャンプ

編 集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

A

大阪府キャンプ協会理事・茨木市青少年野外活動センター所長
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