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八尾市立大畑山青少年野外活動センター 江島 隆治・宮嶋 啓太

力を合わせて竹を伐
採

森の探検にいざ出発 ！

　このプログラムは、八尾市立大畑山青少年野外活動センターで実施している「森のようちえん」（年間10回のデイキャ
ンプ）の中で、企画し実践したものです。活動場所となるセンターとその周辺の森は、クヌギ林と孟宗竹が混在する都市近
郊の里山林で、カブトムシやヒメホタル、イノブタなど野生生物が多数生息しています。しかし近年竹林の間伐など手入れ
が行き届かず森の荒廃が進んでいます。プログラムでは、このような森の状況を観察し森を元気にするために何ができる
かを幼児とともに考え実践することをテーマにしました。幼児に興味を抱かせるため森の長老「くぬぎじいさん」といじわる
な「竹ざえもん」というキャラクターを登場させ、みんなで力を合わせて森を救うというストーリーで１年間のプログラムを
実施しました。それではプログラムの概要を流れを追って紹介しましょう。

竹林を守る為には間伐が大切であること。また間伐した竹を有効に活用することを
幼児達に伝える。
竹の間伐を体験する。切った竹でツリーハウスやアスレチックランド、水鉄砲や食
器、流しそうめん台等を作る。また間伐によりできた空間は遊び場として活用する。

手入れのされた里山には人の生活に有用な動植物が育つこと。人は昔からその豊
かな里山を様々な形で利用してきたことを幼児達に伝える。
豊かな里山に抱かれ日本人が昔から四季折々に体験してきた遊びや行事をみんな
で体験する。草木染め、よもぎだんごづくり、お餅つきなど 

　このプログラムを通して、里山が里山として機能する（人の生活に役立つ。人と動物との緩衝帯となる。自然環境が維持
されるなど）には人の手入れと何より自然を大切にする気持ちが重要であることを「くぬぎじいさんからの手紙」として解り
やすく幼児達に伝えました。

竹林を間伐することで日光が入りクヌギなど雑木が育ち、実がなりそれを食べる動物
や昆虫が増えていく。このプロセスを幼児達に伝え、そのような過程にある場所を観
察する。また植生豊かな里山にはどのような動植物が生息しているのかも観察する。
鳥の羽やドングリ、木々の葉っぱなど森の宝物を探して宝箱をつくる。またザリガニの池、
バッタの広場、カブトムシの幼虫がいる森など秘密の場所を地図を頼りに探検する。
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導入として、手入れのされた竹林と手入れのされていない竹林に入り、幼児たちに
その差を実感させる。
手入れのされていない竹林は薄暗く不気味。幼児達はドキドキの探検気分を味わ
う。一方手入れのされた竹林は明るく爽やか。竹林での楽しい遊びを体験する。そし
てその差は何処から来るのかを考え間伐の大切さを伝える。
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「ツリーハウス」「アスレチックランド」「水鉄砲」「食器」作り、「流しそうめん」

「草木染め」「よもぎ団子」「落葉焚きで焼芋」

「森の宝探し」「森の秘密の場所探し」「土の中の生き物探し」

「森の探検」「森で遊ぼう」

　　 
　　 

　

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。

　今年は国連総会の決議に基づく「国際森林年」で
す。テーマは「Forest for People」（人々のための森
林）で、人々に居住環境や食料、水などの供給、生物
多様性の保全、気候変動緩和などに果たす森林の多
面的な機能が人類の生存に欠かせないものである
ことを訴えるものです。世界の国々では、大規模な
森林破壊が今も続いています。2000年からの10年
間に毎年520万haの森林が消失しています(2010
年FAOによる)。
　日本としてもこの機会に森林の大切さを再認識
してもらい、森林を持続的に保全、利用していくこ
とを進める契機とすることが求められています。日
本は世界の中でも有数の森林資源に恵まれた国で
す。しかし、日本の森林は今、林業不振のなか手入れ
不足となり、森林の荒廃は予想以上に進んでいま
す。これらの状況を踏まえて森林の保全と育林に真
剣に取組まなければなりません。特に現在放置され
ている人工林を育て、かつての里山天然林を積極的
に保全し、活用していくことが不可欠です。これか
らはさらに生物多様性に富み、豊かな自然環境を提
供する森林を保全していくこと、育った森林を木材
やエネルギー資源として効率的、持続的に活用して
いくこと、人々の心や身体に安らぎを与える機能を
多くの人々に体験してもらうこと、貴重な水を生み
出す水源涵養機能や災害から国土を守る国土保全
機能などを十分に発揮できるようにしていくこと、
また温暖化防止や気象緩和の働きのためにも、なお
一層の努力と多くの人々の理解と協力が欠かせま
せん。日本政府は今年を林業再生元年と位置付け、
林業再生を目指します。
　人類の生存に欠かせない貴重な森林資源をより
よい状態で後世に引き継いでいくためには、次世代
を担う青少年に対する森林体験キャンプや森林教
室などによる森林教育（森林環境教育）の充実が望

まれます。併せて森林保全のノウハウを身につけた
森林ボランティアの養成や森林インストラクター
の育成が不可欠です。
　森林体験プログラムの段階的な進め方として、森
林環境教育の3つの学習段階によると、第一段階は
「森林に親しみ、森林に遊ぶ」段階、森林のすばらし
さを五感を通して体験し、感性を高める段階です。
具体的な活動としては、森林内におけるさまざまな
レクリエーション活動、キャンプ生活を通して四季
に応じた森林体験活動が考えられます。春の山野草
（山菜）を楽しむもの、野遊びなど。夏の自前観察、樹
木観察。秋のきのこ狩り、クリ拾い、草木染め、ツル
細工など。冬のネイチャースキー、アニマルトレッ
キング、冬芽の観察、雪遊びなど。そのほかハイキン
グ、ネイチャーゲーム、オリエンテーリング、森林
浴、野外料理、木工クラフトなどなど。
　第二段階としては、「森林を知り、森林に学ぶ」段
階です。森林のしくみやはたらきを通して、森林を
正しく理解し、森林の大切さを体験的に学ぶ段階で
す。まず森林の成立ちや森林の仕組み、森林の種類、
断層構造など毎木調査により正しく知り学ぶこと
ができます。また森林の生態については生態系を構
成する５つの要素（水、太陽エネルギー、大気、生物、
土壌）について学ぶ必要があります。森林の公益的
な働きとしては、最も基本的なものとして、緑のダ
ムとしての働き（水源涵養機能）、落葉落枝の働き
（表土侵食防止機能）、根の働き（国土保全機能）、森
林は炭素の貯蔵庫（温暖化防止の機能）、異常気象緩
和機能などです。

　次回は「森林を育て、森林を守る」「森林保全のノウハ
ウを体験し、森林を守るボランティア活動」「指導者養
成（ボランティアリーダー養成）のための森林大学」に
ついて紹介します。
  

事務局日誌

大阪府キャンプ協会理事／NPO法人日本森林ボランティア協会　理事長　滝口 敏行

広報部会  （事務局）
キャンプ指導者講習会・理論（ビッグ・アイ）
キャンプ指導者講習会・実習
（吉野宮滝野外学校）
日本キャンプ協会 総会・キャンプアカデミー
（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
（東京・オリンピック記念センター）
総会・キャンプサロン（ドーンセンター）
常任理事会（事務局）
専門委員会（事務局）
近畿ブロック会議（京都・平安会館）

■４月１５日（金）
■４月２３日（土）
■４月２９日（金・祝）
　～５月１日（日）
■５月２１日（土）

■５月２２日（日）

■６月　５日（日）
■６月２０日（月）
■６月３０日（木）
■７月１０日（日）
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第2号議案 規約の一部改正（案）について

　平成２２年度に事業助成をした「馬とのふれあいによ
る心身の安定をはかる研究」「スキー事業におけるバッ
ジテスト導入のプログラム効果調査」「幼児向け里山環
境教育プログラムの開発研究」の３事業について、１時
間半にわたり研究成果の報告が行われました。その研
究成果については、キャンプOSAKA７４号及び７６号・
７７号に各掲載しておりますのでご高覧下さい。
　今年度の事業助成につきましては、締め切り期限ま
でに応募者が無かったため再募集します。詳細につい
ては事務局にお問合せ下さい。
　サロン終了後、会員の交流・交歓の場がもたれ、お互
いの情報交換が行われました。

　ＮＰＯ法人大阪市野外活動指導者連盟が２２年度のア
ワードを受賞されましたが、東日本大震災により授与式が
延期されたため、本総会において、永吉副会長（日本キャ
ンプ協会副会長）から伝達授与されました。

　３月９日の理事会において、承認された事業計画及
び収支予算について報告が行われました。
　今年度、２０周年を迎えるにあたり、記念事業を実
施するために、事業特別積立金から１００万円の取崩
しを行います。
　事業計画及び収支予算の詳細についてはホーム
ページにてご確認下さい。　

（１）日本キャンプ協会の公益社団法人化に伴い、都道
府県キャンプ協会の会計と連結しないようキャン
プ協会の規約から支部の条項が削除されました。

　　　なお、日本キャンプ協会とは業務提携することに
より従来どおりの業務が行われることとなります。

（２）大阪府キャンプ協会の適正な事務執行を図るた
めに、会員構成が正会員及び指導者会員、賛助会
員に改正されました。正会員は、協会の運営に関
する責務を担うこととなります。規約の改正条項
については、ホームページにてご確認下さい。

　百年に一度の経済不況により、戦後の青少年の健全育
成に大きな役割を担ってきた野外活動施設が一部閉鎖さ
れる中、キャンプが人々の心の豊かさを育み、明るい社会
づくりに貢献できるよう協会の運営に取組んできました。
　２２年度の会員数は、８３２名、団体会員は３７団体
となっています。
（１）指導者養成事業及び会員事業
　・ キャンプ指導者養成講習会
　・ 関西野外活動ミーティング2011
　・ 事業助成　　他１事業
　  （素敵世代野外学校は震災により中止）
（２）情報収集と提供及び調査研究
　・ 広報誌「きゃんぷＯＳＡＫＡ」７２号～７５号発行
　・ 調査研究「地域社会のアイデンティティーを
　   探るⅡ」　他1事業
（３）各種事業との連携
　・ 野外活動促進セミナーの共催
　・ ＹＭＣＡ自然学校他８事業の後援
　・ 障がい者のための国際野外活動フォーラムの協力
（４）日本キャンプ協会関連事業
　・ ＣＤ２級養成講習会　他１事業協力

　事務局より出席状況（本人出席３７名、委任状９９７
名）の報告の後、錦織会長を議長に選出、２議案につい
て審議が行われ、承認されました。
第1号議案 
平成２２年度事業報告及び収支決算(案)について

平成22年度 助成事業の報告について

報告事項

規
約
の
改
正
に
つ
い
て（
一
部
抜
粋
）

第1部　総会
一般会計　
　会費収入・事業収入・前期繰越金等の収入合計
5,159,578円、事業費・管理費の支出合計3,944.,158円
収支差額1,215,420円が次年度に繰越されました。
事業特別積立金
　諸収入・前期繰越金の収入合計3,914,331円、全
額が次年度に繰越されました。

平成23年度

１、平成２２年度事業概要

（単位：千円）平成23年度  収支予算　

会費収入
事業収入
雑収入
その他収入
当期収入合計
前期繰越収支差額
収入合計

3,170
1,890
12

1,000
6,072
1,216
7,288

事業費
管理費
その他支出
予備費
当期支出合計
当期収支差額
次期繰越収支差額

3,960
2,218
0

1,110
7,288
△1,216

0

収入の部 支出の部

特別積立金会計

一般会計

収入の部 支出の部
繰入金収入
諸収入
当期収入合計
前期繰越収支差額
収入合計

0
3
3

3,915
3,918

繰入金支出

当期支出合計
当期収支差額
次期繰越収支差額

1,000

1,000
△ 997
2,918

会費収入
事業収入
雑収入
その他収入　
当期収入合計
前期繰越収支差額
収入合計

3,186
1,062
10
0

4,258
901
5,159

事業費
管理費
その他支出
予備費
当期支出合計
当期収支差額
次期繰越収支差額

1,917
2,027
0
0

3,944
314
1,215

収入の部 支出の部

（単位：千円）平成22年度  収支決算　

収入の部 支出の部
繰入金収入
諸収入
当期収入合計
前期繰越収支差額
収入合計

特別積立金会計

一般会計

0
2
2

3,912
3,914

繰入金支出

当期支出合計
当期収支差額
次期繰越収支差額

0

0
2

3,914

大阪府キャンプ協会の平成２３年度総会が、６月５日、大阪府立男女共同参画・青少年センターで開催されました。

※BUC…日本キャンプ協会BUC対象事業（予定）
※日程・内容につきましては変更になる場合があります

平成23年度  事業計画　

月

4
　
 
5
6
7

9
10

11

12
1

3

日

15
23
29～１

5
15
17
22～25

15
3～6

27

15
20～22
21～22
28～29

事業計画
調査研究（年間）
きゃんぷOSAKA　76 号発行
キャンプ指導者講習会（理論）
キャンプ指導者講習会（実技）

総会・キャンプサロン 　
きゃんぷOSAKA　77 号発行
キャンプ安全の日
キャンプフェスタ富士・朝霧
指導者講習会
きゃんぷOSAKA　78 号発行
CD1 級講習会
CD塾　　　　　　　
20 周年記念式典
　
きゃんぷOSAKA　79 号発行
CD2 級講習会（PD)
CD2 級講習会（MD)
CD1 級検定会
関西野外活動Ｍ2012 

主な改正内容

１、平成２３年度事業計画及び
　    　　　　　　  収支予算について

２、ＣＡＭＰＩＮＧ ＡＷＡＲＤ２０１０ 伝達授与

第2部　キャンプサロン

＜第３章　会員＞
[会員]
第５条　本会は次の会員をもって構成する。
　１）正会員　　　本会の目的に賛同し、本会の運営及び活動に参加するために入会した個人及び団体　
　２）指導者会員　日本キャンプ協会に指導者登録をした個人
　３）賛助会員　　本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
[入会]
第６条　前条の会員になろうとする者は、別に定める申込書により会長宛申込むものとし、以下のいずれかの方法によるものとする。
　１）正会員　　　本会会長宛に入会申込みをし、会長が承認した個人及び団体。
　　　　　　　　 指導者会員３年以上の者
　２）指導者会員　日本キャンプ協会に登録県名を大阪府として指導者登録をした個人
　３）賛助会員　　本会の事業を賛助するために、本会会長宛に入会申込みをし、会長が承認した個人及び団体
　　　
※平成22年度までに会員登録され、23年度も継続されている会員は「正会員」に移行します。
　また今年度の新会員の方もお申し出があれば、正会員として登録します。
　その他の改正点（日本キャンプ協会の支部の条項の削除 等）の詳細は、ホームページをご参照ください。
より円滑な運営ができますよう、会員の皆様のご協力お願いいたします。

BUC

大阪府キャンプ協会 事務局
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“My home is your home”　

　アメリカでホームスティに入った時、私に対するホスト
ファミリーの歓迎の言葉です。外国からのゲストに対する
意図的な表現ではなく、「あなたは私のファミリーの一人
ですから、あるがままに過ごしてほしい。」という願いを自
然に表現されたように思えました。数日間をファミリーと
の生活を体験した後に、アメリカの少年キャンプに参加
しました。このキャンプでも、日本からのビジターではな
く、キャンパーの一員として参画できたことは、十分に考
えられたキャンププログラムの設定もさることながら、こ
のホストの言葉と関りこそが大きな力になったと感じま
す。そして、このhomeとは、単なる建造物だけを指すので
はなく、人間関係を学んだり、疑似社会を体験したり、休
息を得たり、癒されたりする人間存在そのものを積み上
げていくような、即ち価値観を蓄えていくような精神的な
場であることを意味します。

　キャンプに参加する子どもたちが、普段と異なる環境
に驚いたり、初めての体験に緊張する時に、キャンプを
my homeだと感じている指導者たちが、「ここがあなたの
homeです。」という気持ちを伝えることによって、子ども
たちが参画への一歩を踏み出すことに繋がります。
　今、私たちは東日本大震災とその只中で懸命に生きて
おられる方々のことをいつも覚える者ですが、安易に慰め
や力づける言葉を発することはできません。多くの人たち
が今までの環境とは著しく変化した場所や遠く離れた文
化の異なる中で生活されていることを覚えつつ、「私はあ
なたと同じhomeにいます。」という想いを寄せていたいの
です。もちろん、被災された方には、普通の生活を送ること
ができる家が与えられることが必要です。
一刻も早く、“My home is your home”と
言葉がけをしても良い状況が実現するよう
に、私たちの行いが求められています。

ここは元・音楽室

ウォークの前に地図を確認・・・

?
?

!
キャンプ指導者講習会

キャンプのキャンプの ？？
「どうする」
「どうする」

　今年のキャンプ指導者講習会は、理論研
修を堺市にある国際障害者交流センター
ビッグ・アイと大阪府立大型児童館ビッグ
バンで、実技研修は昨年4月にオープンし
た「吉野宮滝野外学校」（奈良県）で開催し
ました。廃校を再利用した施設で、誰もが懐
かしく思う校舎と運動場。そして、のどかな
谷あいの山村。いつもの指導者講習会とは
すこし違った雰囲気の開催でした。
　今さらのことですが、様々な所で、場面
でキャンプが、もしくはキャンプのプログ
ラムが活用されています。当講習会の毎
年の参加者の多くは「キャンプを始めた
い」、「キャンプを始めたばかり」というこ

とではなく、既に多くのキャンプの場面で
活躍している方です。
　集まったのは9人の受講生。遠くは北九州
市からの参加者。彼らも日頃のキャンプの「悩
み」の解決のヒントを探しにやってきました。

いつも満員の企画はどうたてたら？
その募集方法は？
スタッフのトレーニングは？
当日、雨が降ったらどうする？
いつもカレーばかり、もっといいメニューは？
事故が起こったら？　　　　  などなど。

　日頃から、キャンプを企画・準備し、自
分も含めたスタッフのトレーニング。そし
て実施、評価。そのような中でいろいろ悩

んでいるんです。当然、
キャンプの中でどのよ
うな役割をしているか
で、悩みは変わってきま
すが、充実感を得て、あ
る意味「楽しく」悩んで
いるようです。

　指導者講習会では、その「悩み」を解決す
るヒントを伝えられたらと思っているので
すが、参加者のニーズと必ずしも一致する
というわけにはいきません。でも、キャンプ
協会スタッフの講習や参加者同士の会話
の中にも、ヒントがいっぱいあります。つま
り、そこに、キャンプの成果のひとつがみえ
てきます。
　キャンプは本来、それぞれの目的を達
成するための様々な形があると思います。
しかし「悩み」を解決できるグループを構
築すること、そしてその中にいる自分は
「どうあるべきか」ということは、普遍的な
ものではないでしょうか。
　指導者講習会はキャンプの基礎的な
理論と技術を学んでいただくものです。
しかし、メンバーと過ごした4日間はもっ
と多くのことを学べたことだと思います。
　どうでしょう？今回の参加者の皆さん
にはご満足いただけたでしょうか。
 

国際障害者交流センタービッグ・アイ
坂谷 惠司（指導者養成会員部会）

新会員名簿（6月30日現在　敬称略　順不同）

吉川 舞
高橋 翔
福田 佳純
高橋 紀衣
髙橋 由佳
谷屋 梨奈
寺内 千恵
問谷 千悠
中木 絢
南條 早紀
福岡 由真
宮西 彩華
八幡 加奈
出口 匠子
前田 陽介
三宅 浩樹
小川 智
堀内 朋恵
島本 晃世
久保 絵里香
吉村 美咲
白井 祥裕
松山 祥子
西村 佳菜
森川 大樹
伊藤 眞帆
大塚 舞
亀田 奈津季
川端 みつほ

坂下 梨奈
鷺森 里穂
柴田 愛梨
澁谷 菜摘
新宮 理紗
新子 千尋
城 めぐみ
輔田 恭子
田所 歩菜美
林田 直人
東根 あゆみ
藤井 宏輔
舟橋 美佳
古川 真美
堀 智晶
大石 陽香
小島 正程
塩月 由里恵
松岡 里緒
鬼尾 航平
竹村 美帆子
谷 水萌
吉森 愛
堀江 健史
石井 克侑
橋本 景子
宇治野 良己
奥野 弘樹
田口 豊

手島 佑貴
富田 早也圭
藤多 哲朗
松本 恵以奈
三谷 康平
村本 佳織
盛山 千尋
山下 貴代
山田 麻菜美
吉原 陽子
東 千代之介
生村 良太
井元 鈴子
大角 麻里
沖井 由貴奈
北添 慶太
中家 諒紀
前嶋 瑠果
町田 菜摘
松下 恵
安本 裕亮
吉田 紗貴子
和田 侑子
飯束 沙和
衛藤 龍之介
越 絵梨菜
佐藤 靖子
田辺 綾奈
田畑 秀子

津島 孝行
中西 将太
松田 勇紀
宮田 裕士
山田 彩夏
呉本 怜香
山口 夢子
山根 大直
亀田 華菜恵
松尾 昭彦
脇田 千尋
大道 優
澤田 彩
山口 大吉
山口 赳弘
池上 祐奈
今井 達也
熊地 雄大
平山 篤
宮武 豊
南沢 麻実
筒 美由紀
山本 紗弥加
飯田 有里子
細木 さゆり
高橋 寛明
川上 悟史
青井 貴大
佐藤 友祐

浅山 紘一
有井 なつ実
上村 諒介
上山 綾太
大西 亜李沙
岡崎 美那
岡村 友貴
尾後 直人
加藤 智子
金谷 卓真
亀井 亜理沙
神原 和博
菊池 翔平
北谷 公平
木村 吉秀
工藤 英暉
驗馬 奈津希
島村 正樹
十代 和大
鈴木 義晃
田中 聡
土居 耕典
仲座 健汰
仲宗根 晴香
中田 実里
中田 有美子
博田 貴大
町山 聖哉
松井 裕太

松木 成司
南 倫江
山田 留衣
横山 朋也
上原 大
萩原 孝太郎
小中 陽介
酒井 亮
澤本 恭佑
竹中 優也
林田 涼平
平田 和誉
堀江 翔太
浦野 勇介
岡島 将樹
上久保 翔太
北田 美佳
後藤 孝仁
玉城 光
若松 孝治
若柳 俊
安岐 雄太
安藤 剛
朝隈 勇
新田 祥惟
今儀 駿
落岩 彩加
高島 靖文
牧 照彦

奥薗 乃希
安里 卓
岩尾 実紀
小池 浩平
妹尾 真義
永井 宏幸
中島 浩良
松本 健佑
渡辺 康弘
井上 省司
小川 史子
篠原 夏恋
小林 大樹
鮫島 雄太
那谷 有佑
嶋村 渉
竹下 大樹
谷畑 大地
玉出 勝
中路 あづさ
松浦 直輝
瓜田 秀行
小野 裕史
金城 千尋
本村 祐子
信宮 和博
寺西 杏奈
山川 信行
岩本 歩

駒井 利早
新口 沙織
畠中 みなみ
原野 未帆
前田 裕輔
道上 裕子
田口 春樹
永田 裕宜
梅岡 優衣
大塚 萌以
小川 英里
國弘 崇志
鷺本 晴香
瀬田 真樹子
髙田 利雄
堀内 信雄
吉川 裕己子
木下 栄一
竹内 将
芳賀 千夏
御手洗 永
能崎 愛子
松本 太郎
内藤 杏奈
吉村 一希
別役 直哉
山本 修司
滝沢 諒
吉田 勇

加藤 学
永井 裕一
平井 康介
多久和 結花
大西 和彦
高原 勇気
竹内 早紀
伊藤 理加子
川口 和樹
花田 幸斗
辻 千尋
濱田 裕太
松田 名央
大浦 大輔
原田 光貴
加藤 彩佳
太田越 拓人
杉本 敏基
石橋 佳代子
稲田 直人
大島 基史
金本 拓也
紀ノ崎 翔太
小柳 敬明
塩田 和弥
築地 佑人
中道 誠也
野澤 実希
畠中 稔生

　大阪市青少年活動協会３０周年記念事業として平成１８年３月にスタートし、今
年で６年目を迎えました。
　３月２３日～２６日に実施し、２０名の６年生が参加しました。広島県尾道市から
愛媛県今治市までの約７０ｋｍ、瀬戸内の島々をつなぐ６つの橋を自転車で渡ります。
　１つ目の向島までは船で渡り、そこからはグループ毎に移動します。初めての場
所に不安な様子で、何度も地図を広げては現在地を確認していました。
　島々をつなぐ橋は、大型の船でも往来できるよう高い場所に設置されており、橋
の上にたどり着くまでで一苦労でした。それでも、そこから眺める瀬戸内の景色はと
てもきれいでした。因島から生口島へと渡り、１日目の旅は終了です。夜は、グルー
プで翌日のサイクリングプランを計画しました。
　２日目は、生口島から大三島への移動のみです。観光名所を巡ったり、おいしい
海の幸を堪能したり、中には温泉で汗を流したりとグ

ループ毎に旅を満喫していました。
　３日目は、伯方島から大島へと渡り最終目的地の今治を目指します。すっかり慣れ
た様子で、こどもたちだけで地図を確認したり、お互いに声をかけて励ましあった
りとグループで団結・協力する姿がいたる所で見られました。
　最後の難関は全長６ｋｍの来島海峡大橋です。最後の力を振り絞って渡りました。
そしてついに・・・ゴールのサンライズ糸山に到着！全員、無事に完走することがで
きました。
　彼らにとって、この旅が小学生最後の忘れられない思い出になってくれることを
願っています。

大阪市立信太山青少年野外活動センター　船附 浩司

団体会員　事業報告



大阪府立総合青少年野外活動センター　　カウンセラーOB　北本　範雄
　たまたま聴いたラジオから流れたのが大阪府野外活動センターのキャンプカウンセ
ラー募集、この瞬間から私の野外活動ライフが全開、就職から現役引退を経て７５平方
メートルのマイ畑へと行き着きました。
　私はことし６２歳ですが、６年前地元市役所を退職しました。３３年間青少年やイベント
関係の仕事をしていましたので、野外活動やボランティア活動とは公私一体のような生活でした。
　ここ数年、世間に大量ランディングしている私たち粗製乱造のおじさんですが、現役時代の経験や旺盛な好奇
心、まだまだ元気な体力をもてあまし、野外活動を楽しむ健全な生活にいそしんでおられる方はたくさんおられます。
　私自身も森林ボランティアに参加して、フィトンチットと汗にまみれておいしいおにぎりと缶ビールに至福
の時を満喫したり、また里山にある友人の古民家食事処を手伝っていてすばらしい人と出会ったり、思いもよ
らぬ人との縁のつながりがわかり驚くこともしばしば。
　そして究極の野外活動は生活に密着した、自宅から徒歩６分のマイ畑です。近所の人から無償で借りるこ
とができ、初心者ながらおいしい野菜が収穫でき家族は大喜び、野菜作りをとおして交流の輪もますます広
がっています。
　生涯現役野外活動！！

　「きゃんぷＯＳＡＫＡ」の常設コーナー【ポラリス】では、
主に各団体や施設で活躍する“若い人”を中心にキャンプに対する考えや思いを綴っていただいています。

　今回は、様々な年代のガンバッテおられる方々に、その想いを寄せていただきました。
　また、ご本人の写真は、およそ２０年前のものをお借りしました。

　２０年という時のながれを感じていただけるのではないでしょうか・・・。

マイ畑 究極の野外活動

ポラリス スペシャルポラリス スペシャル
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…それぞれの年代が抱くキャンプへの思いそれぞれの年代が抱くキャンプへの思い

　松原市少年自然の家　　所長　河村　昌樹
　先日のテレビで「東北地方太平洋沖地震」の直後、釜石東中学校の生徒たちが、隣
にある鵜住居(うのすまい)小学校の児童たちの手を引いて避難した報道を見ました。
海岸からわずか１キロの学校で、全員無事に避難できたことは防災教育のすばらしい
成果と言えます。私たちが行ってきた野外教育においても、自然の特性を理解するこ
とや野外炊事やロープワーク、野営技術、地図読み、仲間との絆や協力等、緊急時に

おいて生きるために必要なことがたくさんあります。
　現在自治体が運営する野外活動施設の多くは、諸事情により閉鎖の危機に瀕しています。しかしながら関
西においては、近い将来起こる可能性が高い東南海沖大地震に備えるためにも、野外活動の拠点（施設）が
失われることは憂慮すべきことです。
　また学校キャンプも授業時間数確保等の問題により実施する学校が減少しています。
　今、野外活動はレクリエーションや自然体験、仲間作りの側面だけでなく、災害から子どもたちを守る意味
からも、その必要性を訴えなければならないと思います。
　大震災を契機に、キャンプにおいても、何か特別な体験をする事に力を入れるだけでなく、少し地味かも知
れませんが、今こそ組織キャンプの原点に帰って、楽しみながら仲間と協力し、自然の中で素朴な生活を通じ
て、生きるために必要なことを学ぶ事が必要ではないかと考えます。

野外活動への思い

about20 yearsago...

about
20 year

s
ago...



㈳アジア協会アジア友の会　　正法地　浩
　大学１回生の時にキャンプと出会い、それ以降は週１回しか大学に行かず、後はアル
バイトとキャンプという生活をしていました。キャンプを仕事にしたいという想いもありま
したが、願いは叶わず会社勤めをしながらボランティアとして活動を続けて来年で２０年
目になります。
　所属団体では安全を担当し、指導者研修やマニュアルの作成などを行っていますが、全てのスタッフがボラ
ンティアで構成されているため、スタッフの安定的な確保やレベルの維持が難しく、悩みの種となっています。
　しかし、その悩みが深いからこそ、２０年近くも続けてこられたんだと思います。
キャンプで得た仲間や経験なしに、今の自分はなかったと思いますし、今後もキャンプと関わっていきたいと
思っています。
　最近、仕事中にもキャンプの事が気になってしまい（この原稿も職場でこっそりつくっています）、このままで
は会社をクビになるのではと不安に思う今日この頃です（笑）。

私も来年２０周年

八尾市立大畑山青少年野外活動センター / ＮＰＯ法人ナック　　宮嶋　啓太
　学生時代に「小学生を対象にしたキャンプのスタッフをやってみないか」と講師の先
生から声をかけてもらい、能勢でのサマーキャンプに参加したのがキャンプを仕事にす
るきっかけとなります。
自然の中でのびのびと過ごしながら野外料理や登山などにチャレンジする姿、山頂に

着いて汗びっしょりになった子どもがお昼ご飯のメロンパンを口いっぱいにほうばりながら「めっちゃうまい！
今まで食べてきたなかで最高のメロンパンやわ！」とまぶしいほどの笑顔で言っていたのが今でも鮮明に脳裏
に焼き付いています。
　このような体験は野外活動でないとできない、そしてもっと多くの子ども達に体験させたい。そうだ、これ
を自分の一生の仕事にしよう、とその時に自分の将来に対する考えがバシッと決まり、現在に至ります。
　担当するキャンプで大切にしていることは「とにかく体験しよう」です。実際に自分の目で見て触って嗅い
だりする体験は心に残ります。そんな体験の積み重ねが子ども達の健全育成につながると信じて活動を続け
ています。

「ライフワーク」となったキャンプ

㈶関西テレビ青少年育成事業団　　リーダー　松崎　希見
　私が、関西テレビ青少年育成事業団に入団して今年で３年目。この活動を今まで続
けてきて、私はたくさんの子どもたち、そして最高の仲間に出会いました。私にとって
キャンプの魅力はこの出会いです。
　まずは、キャンプに来る子どもたち。今までに何十人、何百人という子どもたちがキャ
ンプに参加してくれました。キャンプに来る子どもたちは毎回違い、元気な子、大人しい子、わがままな子、そ
れぞれです。グループリーダーをした時に、子どもに悩まされることもありました。しかし、どんな子どもも純粋
で可愛く、私たちが考えたプログラムを思いっきり楽しんでくれている姿や、帰り際に「また来るからね」と言
われると、リーダーをやっていてよかったなと心から思えます。子どもたちの笑顔は、私の元気の源です。
　次に、仲間。私がこの活動を続けている一番の理由です。キャンプという同じ目標に向かって、何度もミー
ティングを重ね、みんなでひとつのキャンプを作っていきます。時には衝突することもありますが、本音でぶつ
かり合える仲間です。キャンプ中に子どもとの関わりがうまくいかず心が折れそうになる時もあります。でも、
そんな時、がんばれるのは、まわりに仲間がいるからです。楽しかったこと、嬉しかったこと、悔しかったことな
ど、色々な感情を同じ場で共有し、誰よりも多くの時間を一緒に過ごした仲間は、何物にも変えられない私の
宝物です。今、こうして子どもたちや仲間と出会え、私は充実した日を過ごせています。それはやはり、キャン
プと出会えたからです。これからも出会いを大切に、リーダー活動を頑張っていきたいと思います。

出会いという宝物

about
20 year

s
ago...

about20 yearsago...

about20 yearsago...
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OSAKA CAMPING ASSOCIATION OSAKA CAMPING ASSOCIATION

※D1は日程をこれまでの４泊５日から３泊４日に変更しました。
※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。

TEL .072-453-7070（入試広報部）　FAX.072-453-8970

募集

対 象

助成金額
締め切り
申請手続き

事業助成

※５月１３日に一旦締め切りましたが、引き続き募集するものです。

時間・内容等は次回秋号（１０月１５日発行）にてお知らせします。

会員が実施するキャンプ活動に関する調査研究お
よび指導者養成事業、並びにキャンプ事業の先駆
的な取り組み。
なお、平成24年度実施予定の事業も含む。
総額30万円　（1件につき１０万円を上限とする）
９月３０日（金）
所定の様式にて申請。
（申請用紙はHPよりダウンロード可）

対 象
助成金額

締め切り
申請手続き

国際キャンプ会議　参加費助成
概ね35歳までの個人会員
５万円／人（総額15万円。国際キャンプ会議エン
トリー料相当額として。渡航費は別途個人負担）
８月３１日（水）
所定の様式にて申請。
（申請用紙はHPよりダウンロード可）

日 時
会 場

記念式典
１１月２７日（日）
六甲山YMCA

　大阪府キャンプ協会調査研究部では、同協会が来年
設立２０周年の節目を迎えるにあたり、これまでのキャ
ンプを振り返り、今後のキャンプの姿を検証していくこ
とにします。今回は、来年６０年を迎えるNPO法人アサ
ヒキャンプを取り上げました。

　大阪で、１９５３年全国でも初めての大学生カウンセ
ラーによる指導組織をもったキャンプ場（生駒キャンプ
センター）を創設。生駒のキャンプセンターが閉鎖され
た年（１９６４年）には、その５年前から開設していた三
重県・志摩キャンプセンター（１９５９年）があり、そして
この志摩（１９８９年閉鎖）がその役割を終えようとした
頃には、滋賀県・朽木村（１９７７年開設）がありました。
やがて２００１年朽木村の閉鎖に伴い、拠点を大阪府立
総合青少年野外活動センターに移しますが、２年後、主
管の朝日新聞厚生文化事業団がキャンプ事業を廃止
し、５１年の歴史に幕を閉じることになります。しかし翌
２００４年在籍していた学生たちが自主組織を作り、
OBOGからの寄付を元にキャンプ活動を続けることに
なります。２００６年９月NPO法人を取得し、２００９

年、滋賀県・くつきの森（旧朝日の森）に地元の麻生里山
センターの好意で、念願のホームグラウンドをもつこと
になります。手つかずのまま放置されていた建物を提供
してくれたのです。

　月に1回行われたワークキャンプも今年６月で２３回
を数えます。２０人以上のOBOGと現役たちが参加し、
クモの巣払いから、床ふきと丹念な掃除を繰り返し、室
内は見違えるような美しさを取り戻しました。またかつ
てサイトに建っていたキャビン跡地は落ち葉と雑草で埋
もれていましたが、草刈り機やカマ、クワを入れ、ぬかる
みにクラッシャーを敷き整備をしました。我々を一番悩
ましたのはヤマビル。いつの間にかTシャツが血に赤く
染まっていることも度々でした。サイト内に１０人用のテ
ント台、5台を設置。敷石を水平に置き、木材を切り、運
び、杭を打ち、枠組みを作り組み立てました。素人の大工
仕事の大変さは計り知れないものがありました。やがて
各テント、広場に名称が付けられ、昨年つどいの広場に
は旗を揚げるためのセンターポールが立てられ、ようや
くキャンプ場らしく生まれ変わりました。先人達もこの
ようにキャンプ場を作ってきたのかと感慨深いものがあ
りました。

　まるで、生命がそこに宿っているかのように、アサヒ
キャンプという生命は時を経、人や形を変えなお生き続
けています。そして、生き続けていくのはキャンプ場とい
う形ではなく、実は根底に脈々と流れる「アサヒキャンプ
の精神」を受け継ぐキャンプカウンセラーたちではな
かったかと思います。過去の長い歴史の中で先人たちが
培ってきたものを、どう私たちが引き継ぎ、何を後人に
伝えるのか、この周年の節目に原点に立って考えること
が大切ではないでしょうか。

NPO法人アサヒキャンプ  中村 茂高（調査研究部会）

大阪府キャンプ協会（ユースサービス大阪内）　TEL  06-6561-7800
20周年記念事業

大阪府キャンプ協会では、平成24年2月28日に設立20周年を迎えます。記念事業を下記の通りご案内いたします。

申込締切
10月28日
12月22日

日　程
11月18～ 20日
2012年1月20～22日

場　所
埼玉県立名栗げんきプラザ（埼玉県飯能市）
大阪府立少年自然の家（大阪府貝塚市）

申込締切
  9月  9日
10月14日

日　程
10月7～ 10日
11月3～   6日

場　所
国立中央青少年交流の家（静岡県御殿場市）
吉野宮滝野外学校（奈良県吉野町）

申込締切
12月22日
2012年1月27日

日　程
2012年1月21～22日
2012年2月18～19日

場　所
大阪府立少年自然の家（大阪府貝塚市）
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）

第20回全国キャンプ大会  キャンプフェスタ富士・朝霧
（自然体験活動青年ミーティング・日本キャンプ会議 同時開催）

日 程
場　所
参加費

※受講要件や受講費用等は要項をご覧下さい。
http://www.camping.or.jp/2011CD.pdf

（社）日本キャンプ協会　TEL  03-3469-0217 

再び、始動

息づく生命

６０年の歩み

60年受け継がれてきた
アサヒキャンプの精神

2011年度　キャンプディレクター養成講習会日程

キャンプディレクター１級養成講習会
※大阪会場はPDコースと並行開催

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)

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）

SAFETY OUTDOOR 2011 
アウトドア安全の日
7月17日（日）
キャンプ安全キャンペーン期間
7月1日（金）～ 8月31日（水）

　日本キャンプ協会ではより安全で楽しいキャンプの
普及を願い、毎年７月第３日曜日（今年は７月１７
日）をキャンプ安全の日と定めています。また、７月１
日から８月３１日まで、セーフティー・アウトドア・キャ
ンペーンを実施します。

　　このキャンペーンの一環として、キャンプの安全
　について考える標語を募集します。安全なキャンプ
をイメージできる標語、実体験から学んだ教訓など、み
なさんの考える「キャンプの安全」を教えてください。

[締　　切] ８月３１日（水）必着
[資　　格] どなたでも応募できます。
[応募方法] ウェブ応募フォームまたは応募用紙を
　　　　    ご利用下さい
<募集要項・応募用紙等は（社）日本キャンプ協会ホームページに掲載>

９月２２日（木）～ ２５日（日）
静岡県立朝霧野外活動センター
参加日程、宿泊場所（本館・キャンプ場等）によって料金が異なります。
部分期間の参加も可能です。詳細はHPよりご確認ください。
キャンプフェスタホームページ　http://2011.camping.or.jp/

大阪キャンプ協会HPアドレス http://www.osaka-camping.jp/

ｰ朽木ワークキャンプｰ



くぬぎじいさんからの手紙

編　集／大阪府キャンプ協会
発行者／錦織一郎

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

≪平成22年度大阪府キャンプ協会助成対象事業≫

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

〒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 : //www.osaka-camping.jp

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

八尾市立大畑山青少年野外活動センター 江島 隆治・宮嶋 啓太

力を合わせて竹を伐
採

森の探検にいざ出発 ！

　このプログラムは、八尾市立大畑山青少年野外活動センターで実施している「森のようちえん」（年間10回のデイキャ
ンプ）の中で、企画し実践したものです。活動場所となるセンターとその周辺の森は、クヌギ林と孟宗竹が混在する都市近
郊の里山林で、カブトムシやヒメホタル、イノブタなど野生生物が多数生息しています。しかし近年竹林の間伐など手入れ
が行き届かず森の荒廃が進んでいます。プログラムでは、このような森の状況を観察し森を元気にするために何ができる
かを幼児とともに考え実践することをテーマにしました。幼児に興味を抱かせるため森の長老「くぬぎじいさん」といじわる
な「竹ざえもん」というキャラクターを登場させ、みんなで力を合わせて森を救うというストーリーで１年間のプログラムを
実施しました。それではプログラムの概要を流れを追って紹介しましょう。

竹林を守る為には間伐が大切であること。また間伐した竹を有効に活用することを
幼児達に伝える。
竹の間伐を体験する。切った竹でツリーハウスやアスレチックランド、水鉄砲や食
器、流しそうめん台等を作る。また間伐によりできた空間は遊び場として活用する。

手入れのされた里山には人の生活に有用な動植物が育つこと。人は昔からその豊
かな里山を様々な形で利用してきたことを幼児達に伝える。
豊かな里山に抱かれ日本人が昔から四季折々に体験してきた遊びや行事をみんな
で体験する。草木染め、よもぎだんごづくり、お餅つきなど 

　このプログラムを通して、里山が里山として機能する（人の生活に役立つ。人と動物との緩衝帯となる。自然環境が維持
されるなど）には人の手入れと何より自然を大切にする気持ちが重要であることを「くぬぎじいさんからの手紙」として解り
やすく幼児達に伝えました。

竹林を間伐することで日光が入りクヌギなど雑木が育ち、実がなりそれを食べる動物
や昆虫が増えていく。このプロセスを幼児達に伝え、そのような過程にある場所を観
察する。また植生豊かな里山にはどのような動植物が生息しているのかも観察する。
鳥の羽やドングリ、木々の葉っぱなど森の宝物を探して宝箱をつくる。またザリガニの池、
バッタの広場、カブトムシの幼虫がいる森など秘密の場所を地図を頼りに探検する。

ねらい

展 開

ねらい

展 開

ねらい

展 開

導入として、手入れのされた竹林と手入れのされていない竹林に入り、幼児たちに
その差を実感させる。
手入れのされていない竹林は薄暗く不気味。幼児達はドキドキの探検気分を味わ
う。一方手入れのされた竹林は明るく爽やか。竹林での楽しい遊びを体験する。そし
てその差は何処から来るのかを考え間伐の大切さを伝える。

ねらい

展 開

2

3

4

「ツリーハウス」「アスレチックランド」「水鉄砲」「食器」作り、「流しそうめん」

「草木染め」「よもぎ団子」「落葉焚きで焼芋」

「森の宝探し」「森の秘密の場所探し」「土の中の生き物探し」

「森の探検」「森で遊ぼう」

　　 
　　 

　

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。

　今年は国連総会の決議に基づく「国際森林年」で
す。テーマは「Forest for People」（人々のための森
林）で、人々に居住環境や食料、水などの供給、生物
多様性の保全、気候変動緩和などに果たす森林の多
面的な機能が人類の生存に欠かせないものである
ことを訴えるものです。世界の国々では、大規模な
森林破壊が今も続いています。2000年からの10年
間に毎年520万haの森林が消失しています(2010
年FAOによる)。
　日本としてもこの機会に森林の大切さを再認識
してもらい、森林を持続的に保全、利用していくこ
とを進める契機とすることが求められています。日
本は世界の中でも有数の森林資源に恵まれた国で
す。しかし、日本の森林は今、林業不振のなか手入れ
不足となり、森林の荒廃は予想以上に進んでいま
す。これらの状況を踏まえて森林の保全と育林に真
剣に取組まなければなりません。特に現在放置され
ている人工林を育て、かつての里山天然林を積極的
に保全し、活用していくことが不可欠です。これか
らはさらに生物多様性に富み、豊かな自然環境を提
供する森林を保全していくこと、育った森林を木材
やエネルギー資源として効率的、持続的に活用して
いくこと、人々の心や身体に安らぎを与える機能を
多くの人々に体験してもらうこと、貴重な水を生み
出す水源涵養機能や災害から国土を守る国土保全
機能などを十分に発揮できるようにしていくこと、
また温暖化防止や気象緩和の働きのためにも、なお
一層の努力と多くの人々の理解と協力が欠かせま
せん。日本政府は今年を林業再生元年と位置付け、
林業再生を目指します。
　人類の生存に欠かせない貴重な森林資源をより
よい状態で後世に引き継いでいくためには、次世代
を担う青少年に対する森林体験キャンプや森林教
室などによる森林教育（森林環境教育）の充実が望

まれます。併せて森林保全のノウハウを身につけた
森林ボランティアの養成や森林インストラクター
の育成が不可欠です。
　森林体験プログラムの段階的な進め方として、森
林環境教育の3つの学習段階によると、第一段階は
「森林に親しみ、森林に遊ぶ」段階、森林のすばらし
さを五感を通して体験し、感性を高める段階です。
具体的な活動としては、森林内におけるさまざまな
レクリエーション活動、キャンプ生活を通して四季
に応じた森林体験活動が考えられます。春の山野草
（山菜）を楽しむもの、野遊びなど。夏の自前観察、樹
木観察。秋のきのこ狩り、クリ拾い、草木染め、ツル
細工など。冬のネイチャースキー、アニマルトレッ
キング、冬芽の観察、雪遊びなど。そのほかハイキン
グ、ネイチャーゲーム、オリエンテーリング、森林
浴、野外料理、木工クラフトなどなど。
　第二段階としては、「森林を知り、森林に学ぶ」段
階です。森林のしくみやはたらきを通して、森林を
正しく理解し、森林の大切さを体験的に学ぶ段階で
す。まず森林の成立ちや森林の仕組み、森林の種類、
断層構造など毎木調査により正しく知り学ぶこと
ができます。また森林の生態については生態系を構
成する５つの要素（水、太陽エネルギー、大気、生物、
土壌）について学ぶ必要があります。森林の公益的
な働きとしては、最も基本的なものとして、緑のダ
ムとしての働き（水源涵養機能）、落葉落枝の働き
（表土侵食防止機能）、根の働き（国土保全機能）、森
林は炭素の貯蔵庫（温暖化防止の機能）、異常気象緩
和機能などです。

　次回は「森林を育て、森林を守る」「森林保全のノウハ
ウを体験し、森林を守るボランティア活動」「指導者養
成（ボランティアリーダー養成）のための森林大学」に
ついて紹介します。
  

事務局日誌

大阪府キャンプ協会理事／NPO法人日本森林ボランティア協会　理事長　滝口 敏行

広報部会  （事務局）
キャンプ指導者講習会・理論（ビッグ・アイ）
キャンプ指導者講習会・実習
（吉野宮滝野外学校）
日本キャンプ協会 総会・キャンプアカデミー
（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
（東京・オリンピック記念センター）
総会・キャンプサロン（ドーンセンター）
常任理事会（事務局）
専門委員会（事務局）
近畿ブロック会議（京都・平安会館）

■４月１５日（金）
■４月２３日（土）
■４月２９日（金・祝）
　～５月１日（日）
■５月２１日（土）

■５月２２日（日）

■６月　５日（日）
■６月２０日（月）
■６月３０日（木）
■７月１０日（日）
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