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　日本の森林は国土の約70％、2,500万ha、その内約
1,000万haが戦後植林されたスギ・ヒノキの人工林で、
その多くが未だ間伐等の手入れが必要ですが、50年以
上の高齢級の森林も急増（現在35％）しており、10年後
には2倍の70％が50年以上となります。引き続き適切
な手入れを行なうことにより、資源として本格的な利用
が可能となります。一方かつては国土の４割をしめてい
た里山は、経済成長による都市化の進展で、都市近郊の
里山は宅地化が進み、山村では燃料革命や過疎と高齢
化により農耕地や雑木林は放置され、荒廃が進んでい
ます。多面的な機能を持つ貴重な森林資源を継続的に
保全していくことが今求められています。次代を担う青
少年たちに貴重な森林を守り育てていくことの大切さ
を森林体験を通して是非学んでほしいものです。
　森林体験の３つの学習段階としての第一段階「森林
に親しみ、森林に遊ぶ」、第二段階「森林を知り、森林に
学ぶ」については既に前回で紹介しましたが、第三段階
は「森林を育て、森林を守る」段階です。森林は里山であ
れ、人工林であれ、放置すると荒廃します。森林を育て
森林を守るためには、人が適切に手入れをしてやらな
ければいけません。
　里山天然林の手入れとしては、かつての里山を再生する
ことはできなくても、下刈や柴刈、雑木林の常緑樹の間伐
や株立ちしている木（コナラやリョウブなど）の間伐をする
ことによって風通しがよくなり、太陽の光が地面によく届く
ようにしてやると雑木林は明るく元気になります。
　スギ・ヒノキなどの人工林の手入れ（これを保育とい
う）については、地拵えをした後に苗木をヘクタール当
り3,000本以上植えますが、最初の5～6年間は毎年夏
に「下刈」をします。下刈というのは、植えた苗木が周囲
の雑草林に被圧されないように鎌で雑草木を刈り払う
作業です。この下刈は苗木が周囲の雑草木よりも高く
なるまで毎年続けます。苗木も植えてから10年もする
と優劣の差ができてきます。育ちの悪い木を早めに伐り

捨てることを「除伐」といいます。併せてクズ、フジ、ブド
ウヅルなどツル類が多い場合には「ツル切り」をします。
　次に良質材をつくるには「枝打」は欠かせません。枝
打というのは木の下枝を伐り払って節のない（無節材と
いう）木材を仕立てる作業です。また枝打をすることに
よって木の成長をおさえ年輪巾を整えたり、元から末ま
での木の太さが一様な木材（完満材という）が生産され
ます。最初の枝打は「裾払い」といって10年くらいたっ
たとき、除伐作業と一緒に行います。手の届く範囲の枝
をノコで切り落とす簡単な作業です。
　次に木の年齢が20年くらいになると第一回目の「間
伐」をします。間伐というのは余分な木を伐って木の間
隔を適当にあけ、林内に十分光を取り入れることにより、
残った木の成長を促進するものです。この間伐は5～
10年ごとに繰り返し行ないます。
　森林の伐採跡地や空地には「地拵え」（整地）をしたあ
とに苗木を植林（新植又は更新という）します。スギ・ヒ
ノキの場合は、3年程度育てた苗木（実生苗又は押木
苗）を植えます。またカシやナラなどのドングリの苗木
やその他の広葉樹の苗木を植林してもよい。
　指導者の養成については、NPO法人日本森林ボラン
ティア協会では毎年「森林大学」（森林ボランティアリー
ダー・リーダー養成講座を開設しており、森林、林業、安
全教育、リーダーシップなど森林保全活動に必要な知
識と技能の習得を目指して座学（夜間10回）と実習（土・
日10日間）を行なっています。既に６００名以上が終了
し、各地の活動地で指導者として活躍しています。森林
インストラクターも３０名以上が活躍中です。第２８期
「森林大学」は２０１２年４月～１０月開講予定です。

しばし、夏のキャンプの思い出に浸り…。

さぁ！まだまだ、がんばるゾ！！

（武村）

「キャンプにおける森林保全体験の勧め」Ⅱ

事務局日誌

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

広報部会  （大阪府森之宮庁舎）

常任理事会（事務局）

全国キャンプ大会

キャンプフェスタ 富士・朝霧

（静岡県：朝霧野外活動センター）

専門委員会（事務局）

■７月１５日（金）

■９月１２日（月）

■９月２２日（木）

　   ～２５日（日）

■９月２８日（水）

　東日本大震災により地元を離れ、関西で生活している子どもたちを招待して、８月１７日
～１９日の２泊３日、大阪市立伊賀青少年野外活動センターで “ フレンドシップキャンプ ”
を実施しました。各市町村の教育委員会等の協力を得て、大阪や神戸、京都から１６名の
小学生が参加してくれました。とにかく楽しんでもらいたい、そんな想いで子どもたちを迎
えました。
　“ 伊賀 ” ということで、忍者博物館で忍者ショーを見学したり、センターでは忍者の衣
装を身にまとい修行という名のもと忍者体験を行いました。手裏剣を投げたり、壁を登っ
たり、みんな忍者になりきって楽しんでいました。その他にも、カレー作りや川遊び、焼
き板にキャンプファイヤーもしました。初めは緊張気味の子どもたちでしたが、次第にプロ
グラムを全力で楽しむ姿が見られ、いつものキャンプと変わらないその様子に少しホッとし
ていました。ただ、ふとした時に『石巻の友だちはどうしてるのかな？』と口にする子がいて、
言葉にしていないだけで感じていることはたくさんあるんだなと改めて思いました。

　キャンプの最後は、『このキャンプのテーマソングで
もある “ 陽のあたる道 ” の歌詞のように、これからみ
んなで、しあわせの道を歩んで行きましょう！』という
事務局長の挨拶で締めくくられました。
　今後も被災した子どもたちが自由に思い切り遊べる場所や機会を提供し続けていけ
たらいいなと思います。１６年前の阪神大震災では多くの方から、あたたかい支援を
頂きました。今度は私たちの番ではないでしょうか。

(財)関西テレビ青少年育成事業団 ディレクター  仲島　真悠子
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カレーおいしそうに
できました。

はくちょう号クルージング

カヌー楽しいよ～！

みんなで登山。

小っちゃい子も頑張った。

坂道上って

僕らの小屋へ。

力を合わせるって大切だね。みんなでおやつ作り

全員が頂上へ。
やったー！ 

仲間で協力して

ウォークラリー

　「寂しくて。ここ（胸）が痛くて」とキャ
ンプの翌日、一人のリーダーがやって
きました。私自身も１週間たった今も
キャンプの魔法がかかったままです。
「声かけは丁寧に」「長所を認め」「怒
らず」「大声を出さず」「指示は簡潔に」
そんな関わりで、親から離れられな
かった子どもがリーダーと遊び、子ど
も同士の関係を創りあげ、人と人を
繋ぐ見えない糸が何重にも繋がった

感動的なキャンプでした。
　甚大な被害をもたらした東日本大震災。非日常が苦手な発達
障がいの子ども達が混乱していると聞き、いてもたってもおられず
このキャンプを企画しました。
 　8月15～17日六甲山ＹＭＣＡ（兵庫県）で実施した発達障がい
の子ども達と家族の招待キャンプには宮城県の10家族29名が
参加しました。子ども達が興味・関心を持てるベーシックな活動
は誰もが積極的に楽しく参加していました。通常は「遅い」「う
まくできないから」ということで、させてもらえなかったことを
周りに背中を押してもらってできたことに全ての人が感激してい
ました。また夜に親だけの時間を持ったことは非常に有効でした。

普段、他の親と交流する時間がない親たちは震災の時の誰に
もいえなかったことを話し、これからの特別支援の情報交換の
時間がもてました。 
　「障がい児を産み、育て、辛く苦しいことが多いのですが、
×× を産んだことで出会えたスタッフリーダー、親子と語り合う
ことができ幸せでした」「あらゆる点で優しく温かく見守ってフォ
ロー頂き、こんなにリフレッシュできたことにびっくりしました」
「子どもが初めて人から評価
され感激です」などの言葉を
頂戴しました。
　このキャンプの楽しい思い
出が被災地でのこれからの生
活の力になる一助となること
を祈ります。

NPO法人キャンピズ
石田 易司

愛着と絆のキャンプ終わる

第２０回　全国キャンプ大会

キャンプフェスタ富士・朝霧
第２０回　全国キャンプ大会

キャンプフェスタ富士・朝霧

フレンドシップ（障がい児・者）キャンプ事業

（社）日本
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会
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CAMPING AWARD 2011 受賞者

　キャンピズでは4月から毎月1回、「あさがお」というグループを作って、大阪に避難してきている被災児た
ちと遊ぶ活動を継続してきました。今回のキャンプでは被災児11人と大阪の子どもたち26人が一緒になっ
て、8月24日から3泊4日、大阪市立伊賀青少年野外活動センターで実施しました。
　キャンプでは、お互いに誰が被災地からの子どもだということもなく、自然に一緒に活動しました。言葉
のイントネーションが違うことや、小川に居るザリガニやドジョウをすぐ捕まえてくることなどから、子ども
たち同士は誰が大阪の子で、だれが福島の子だということは分かっていた
のかも知れません。けれど、そんなことはどうでもよくて、同じコテージで
眠り、一緒にご飯を作り、一緒に遊んでいるうちに、みんながまるで兄弟の様

に楽しくじゃれあっていました。
　ところが・・・。
　２日目の夜でした。「津波が来る、逃げろ」と言って、小学校3年生のSくんが突然泣
きだしました。「フラッシュバック」というPTSDの症状です。数か月も前の状況が突然
頭の中に現れ、恐怖感に襲われたのです。
　その夜も、翌日の夜も、グループに付いているボランティアが抱きしめて一緒に寝て
くれました。昼間の彼はそんな様子を全く見せないで元気に走り回って、時には陽気
にいたずらもしていましたし、元気すぎて走り回ってけがをしたくらいです。でも、夜
は不安で仕方がなかったようです。けれど、ボランティアのお兄ちゃんや仲間が居
てくれたことで本当に安心できたのでしょう。元気に帰って行くことが出来ました。
　キャンプから帰ってすぐにSくんから9月の活動の参加の申し込みがきました。
彼はフラッシュバックを起こしたことも含めて、キャンプを肯定的に理解してく
れたのでしょう。ボランティアや仲間たちと楽しい体験をしたのです。こうして
少しずつ彼の心が癒されていくんだなあと思いました。

六甲山親子キャンプ

フラッシュバックって本当にあるんだ

被災児サマーキャンプ
　９月２２日（木）～２５日（日）、全国キャンプ大会「キャンプ
フェスタ富士・朝霧」が静岡県立朝霧野外活動センターにて
開催されました。期間中、天候には恵まれ、時折富士山も望
める中、これまでは例年違う時期に各々開催していました「日
本キャンプ会議」や「自然体験活動青年ミーティング」も盛
り込まれ、全国から老若男女、２５０名を超える参加者が集
いました。
　設立４５周年記念講演では日本協会発行の『CAMPING』
の表紙も描かれている絵本作家の村上康成氏のお話をうかが
い、他にも多種多様なセッションが用意されていて、各々興
味のあるプログラムに参加されていました。また、全国のキャ
ンプ仲間との情報交換等々、９月といえども「熱い」４日間
となりました。
　またこの中で、「ＣＡＭＰＩＮＧ　AWARD　2011」の表
彰があり、２団体と１４名が受賞されました。

大阪府キャンプ協会より、
　・吉水泰彦名誉会長（日本キャンプ協会 推薦）
　・大阪体育大学　野外活動部（大阪府キャンプ協会 推薦）
が永年のキャンプ活動への貢献が認められ、受賞されました。
おめでとうございます。
今後もご活躍をお祈りいたします。

　今年、大阪府立青少年海洋センターでは、大阪府からの受
託事業として、障がい児・者のためのフレンドシップキャンプ
を３コース行いました。　
　障がい者一人につき、バディーを最低ひとり付け、１泊２日の
生活とプログラムをともに過ごします。
　３コースとも基本的なプログラム進行は同じです。
　１日目、センターでバス組みと現地集合組みが合流すると、皆で

開会式です。バディーとともに自己紹介をしました。また、各コースにそれぞれに合言葉とポーズがあり、
集まるたびにみんなで一緒に声を出して行いました。
　次に翌日に乗るカヌーのフィッティングです。カヌーの種類がいろいろあるので、自分の好みの色や形、
また障がいにより、乗るカヌーを決定します。また、ここでライフジャケットも一度着用してみます。
現物を見ながらワクワクするひと時でした。
　休憩をはさんで、夕方からはカレー作りです。皆で手分けして野菜・肉を切り分けお鍋でカレーを
作りました。どの班もおいしくできあがりオレンジのデザートも含め満腹・満足でした。その後、
キャンプファイヤーでは、歌や踊り・ゲームなど火を囲んで楽しみました。
　２日目は、２班に分かれて、はくちょう号のクルージングとカヌー体験です。はくちょう号は、関空
の見える大阪湾に出て行き、気持ちの良い潮風を受けながら、のんびりとしたひと時を過ごしてもらい
ました。
　カヌー体験はバディーと一緒に二人乗りのカヌーに乗りこみ、海に出て行きます。
湾内で少し練習した後は、湾の外へも行き、はくちょう号からとは違った大阪湾の景色も見ました。
　中には、体調不良や苦手意識が強いため、はくちょう号、もしくはカヌーに乗れなかった子もいますが、
水辺で海に浸かったり、生き物観察などをして過ごしました。
　参加者みんなが、１泊２日の間に何らかの海の活動にかかわり、共に充実した時間を過ごしたと思
います。 大阪府立青少年海洋センター　武村 尚史 （広報部会）

Ａコース　平成２３年８月１２日（金）～１３日（土）　１９名

Ｂコース　平成２３年８月１６日（火）～１７日（水）　１８名

Ｃコース　平成２３年８月２６日（金）～２７日（土）　２０名

全国から集いました！

秋の訪れを感じるすすきやあざみ

東日本大
震災

被災者対
象

キャンプ

東日本大
震災

被災者対
象

キャンプ

大阪YMCA国際専門学校高等課程
表現コミュニケーション学科
学科長　鍛冶田 千文

（大阪府キャンプ協会　事務局）
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大阪府キャンプ協会会長
錦織 一郎

そして、なでしこジャパンは数字や順位で明確になる結果
だけではなく、チームの人格に与えられるフェアプレイ賞
を得ています。目には見えない大切な価値が評価されたこ
とに素晴らしさを感じ、個々のフェアプレイへの意識が結
集された結果だと思います。チームの格も、フェアプレイ賞
に相応しく、「美しい」という価値を表現する状態に達して
いたことを確信します。
　キャンプの期待される成果は、フェアプレイのようにキャ
ンパーが目に見えない大切な価値を形づくり、美しい行動
様式を身につけていくことにあります。私たちが推進する
キャンプにおいて、ピグマリオン効果にも着目して、キャン
プに関わるひとり一人への期待、若きキャンプ指導者への
期待、キャンパーが成長して社会に参画する期待、望むべ
き未来の社会に対する期待を、私たちの大きな志として、
明確に表現し、前に歩みを進めていくことを覚えておきた
いのです。

仲 間 と
に共プンキャ

Fair Play＝「美しい」という価値を表現する　
　女子サッカーワールドカップをテレビで観戦しました。
女子のゲームをじっくりと見たこともなかったのですが、
技術や瞬時の判断力が優れている、ファールが少ない、厳
しい体力が要求されることなど、どのチームも洗練された
フェアプレイでゲーム展開し、男子とは違った美しさを感
じました。
　結果的に、なでしこジャパンが優勝し、チーム力や団結
力を評価されましたが、むしろ個々人の技術と意識の高さ
がそのレベルに到達していたことを感じます。北京オリン
ピックでは４位だった日本。日本だけがメダル獲得を目標
にしていて、メダルを獲得した三つの国は、目標を金メダ
ルにおいていたと言います。なでしこジャパンが優勝する

過程では、「ピグマリオン効果」＝「期待するこ
とによって相手もその期待に応えるように
なる」ということがあったように思えます。
チームに「優勝すること」を期待し、
全員がその期待される姿に向かい、
応えることができたということです。

大阪府立青少年海洋センター　武村尚史（広報部会）
秋はスズメバチの巣が最大化し、総数も最大になる季節。充分注意しましょう。
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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…

　私は、「元気回復体験キャンプ」のプロジェクトリーダーと
して活動させて頂きました。東日本大震災で被災された高校
生たちと大阪観光や関西グルメの食事、白崎海洋体験、交流
会などにおいて、一人ひとりとコミュニケーションを図ること
が出来ました。常に明るく接することを心がけ、周囲と共に笑
顔になれたと感じました。しかし、正直なところ疲れました。参
加者との別れの時、涙を流しながら「ありがとう」と感謝の言
葉をもらえたのは、４日間という短い期間にも関わらず、参加
者の方 と々本気でぶつかり合い、協力し合えたからだと思いま
す。このキャンプを通して、相手の事を第一に考え、何が「今」
大切なのかを考え、どのように行動すればいいのかを学ぶこ
とが出来ました。「元気回復体験キャンプ」の多くの関係者、企
業の皆様にはこのような貴重な経験をさせて頂き、大変感謝
しています。このキャンプで得たものを今後の人生に生かして
いきたいと思います。

　大学に入学した頃、子どもと触れ合うことがしたかったの
で、多くのボランティア団体を見学に行きました。その結果、先
輩の後押しもあって、堺市青少年活動振興協会の野外活動指
導員（キャンプカウンセラー）として活動することにしました。
　活動を始めた当初は、自分自身の経験不足などから、キャン
プをこなすという感覚しかありませんでした。その後、後輩が
入ってきたり経験を重ねることで、子どもが自分たちで考える
場面を設定するなど、子どもたちが中心の活動となるように工
夫したり、自分の思いをプログラムに取り入れるなど、考えな
がらキャンプをするようになりました。今は、自分自身が考え
れば考えるほど、キャンプを通じて子どもたちに伝えられるこ
とが多くなると感じています。
　子どもたちが様々な経験や体験をすることにより、キャンプ
や野外活動が好きになったり、自分たちのようなキャンプカウ
ンセラーになりたいと思ってもらえるよう、子どもたちを中心
に考えた活動をこれからも続けていきたいと思います。

秋はスズメバチに注意！！

長船　智治
NPO法人オーシャンゲート　ジャパン
プロジェクトリーダー

何が「今」
大切なのかを考え

キャンプを通じて
学んだこと
堺市青少年活動振興協会　野外活動指導員
キャンプカウンセラー 下村　大樹

★事前に事務局までお申込みください。  TEL:06-6561-7800　FAX:06-6561-7801
E-mail:osaka@camping.or.jp

2,000円（交流会費を含みます）

式典
リレースピーチ
　「大阪のキャンプ さらなる躍進 ～キャンプを語ろう～」
　パネラー  （20～40代のキャンプディレクター、7～8名）
交流会

六甲山ＹＭＣＡ  （神戸市灘区六甲山町北六甲875）

2011年11月27日（日）14時～17時半  （13時半～受付）

参加費

内容

会場

日時

主なスズメバチの種類

スズメバチに刺されたら

スズメバチに襲われないためには
１ 黒っぽい服装はさける。 
　（黒くて動くものに反応するといわれている。）
２ 香水や整髪料類はつけない。 
　（香料の香りをフェロモンと勘違いして寄ってくる。）
３ スズメバチを見つけたら、手で払ったり逃げたりして、
刺激を与えない。ジーッとしてる。

４ スズメバチが飛んでいたら近くに巣があるかもしれ
ないので、飛んできた方向やよく出てくる方向を確
かめその方向へ近寄らない。

５ 羽音や「カチカチ」音が聞こえたら、その付近から
すみやかに離れる。（巣が近くにある可能性有り）

６ むやみに木をゆすったり、ヤブの中に物を投げたり
しない。（巣を刺激してしまう恐れがある。）

１ 傷口を水で洗い流す。（毒液の排出）
２ 傷口をつまみ毒を搾り出すか吸引器で毒を吸い出す。  注：口で吸い出すと口内の傷から毒が回り危険です。 
３ 患部を冷やす。
４ 抗ヒスタミン剤とステロイド系の軟膏を塗るのも効果があります。
５ 病院へ行き治療をうける。
６ 過去に刺された人は、アナフィラキーショックを起こす可能性があります。じんましん、めまい、腹痛、
　 呼吸困難など、アナフィラキーショックの症状が出てきた場合は、早急な医療機関への対応が必要です。 

体　長　約3～5cm
攻撃性　凶暴
毒　性　最強

体　長　約2～2.5cm
攻撃性　非常に高
毒　性　強

体　長　約2～3cm
攻撃性　低
毒　性　やや弱

オオスズメバチ キイロスズメバチ コガタスズメバチ

（図：横須賀市自然・人文博物館ライブラリーHPより引用）

※吸引器はアウトドア
　用品店で販売されて
　います。

※

　大阪府キャンプ協会では、平成２４年２月２８日に設立２０周年を迎えるにあたり、
発会式、１０周年記念式典と記念の節目に集ってきた「六甲山ＹＭＣＡ」にて、式典
及びリレースピーチを開催いたします。
　多くの方にご参加いただき、新たな一歩を踏み出す機会にしたいと思います。

設立20周年
記念式典のご案内

大 阪 府 キ ャ ン プ 協 会

阪神高速・神戸西宮線 魚崎ランプ 名神へ

北神
戸線

山陽自
動車道

至岡山

御影
国道 43号線
国道 2号線

JR東海道本線

阪急神戸線

新在家

六甲道
六甲

摩耶ランプ

阪神電鉄
三ノ宮
三宮

至姫路

至姫路

山陽電鉄線

六甲ケーブル

山上駅

高
山
植
物
園

六
甲
有
馬

ロ
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プ
ウ
ェ
イ

有馬温泉

六
甲
ト
ン
ネ
ル

記念碑台

表六甲
ドライブウェイ

丁字ヶ辻

新神戸駅

新
神
戸
ト
ン
ネ
ル

箕谷 I・C

裏六甲
ドライブウェイ

からと西
（西行き）

からと東
（東行き）

六甲北有料道路

北神
戸線

阪神
高速
・

至伊
川谷
JCT

柳谷 JCT神戸北
I・C

至
吹
田

大
阪
空
港

中国自動車道

西宮山口JCT

西宮北 I・C

神戸 JCT神戸三田 I・C至吉川 JCT

N

YMCA

アクセス：六甲山YMCAホームページ
http://www.osakaymca.jp/rokko/access/

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）　TEL  06-6561-7800

 

テーマ
日程 　理論①
　　 　理論②
　　 　実習
会場 　理論
　　 　実習

定員
参加費

アウトドアスキル
1月17日（火）
1月19日（木）

1月21日（土）～22日（日）

コミュニケーションスキル
1月24日（火）
1月26日（木）

1月28日（土）～29日（日）

アウトドア＆コミュニケーションスキル
2月7日（火）
2月9日（木）

2月11日（土）～12日（日）
ユースサービス大阪　事務局（１９時～２１時）※参加人数によって会場変更の場合あり

各コース　１５名（最少催行５名）
吉野宮滝野外学校（奈良県吉野郡吉野町宮滝101-1）および周辺フィールド

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）登録ができます。（別途費用必要）

Aコース Bコース Cコース

冬のキャンプ指導者講習会 〈申込み・問合せ〉 育成事業部 TEL:06-6561-7800

作戦書

施設リピーター作戦
A.

B.

C.

D.

○○△□×××○○○×△□×◇□××△○□×○◇□△○△□×○□×○◇□△××△○□××○○◇◇×○

2012年

※詳細は決まり次第ＨＰで、また次回冬号でもお知らせ
　します。

2012年3月4日（日）
調整中

日 時
会 場

関西野外活動ミーティング2012予 告

「キャンプの課題と展望」
～体験学習のプロセスを活用し、
利用者への周知・集客方法～ 設立20周年記念式典

日　時
会 場

内 容
参加費

１２月１１日（日）１３時～２０時
ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
大阪市中央区大手前1-3-49（最寄り駅「京阪天満橋」）
基調講演・提言・選択ＷＳ・事例発表とパネルディスカッション・交流会等
一般3,000円・学生1,000円

設立２０周年を記念して、式典、リレースピーチ、
交流会を開催いたします。

11月27日（日）14時～ 17時30分
六甲山YMCA（神戸市灘区六甲山町北六甲875）
2,000円（交流会費含む）

日 時
会 場
参加費

リスクマネジメントセミナー
～野外活動におけるヒューマンエラーを考える～

今回は、午後からの日帰り型で実施します。活動中の
事故やヒヤリ・ハット等、リスクと向き合い、リスクを軽減
することをねらいとするセミナーです。

※詳細につきましてはHP等でお知らせいたします。

　大阪府キャンプ協会が２０周年を迎えるにあたり、「キャ
ンプの課題と展望」というテーマで、キャンプの世界ではお
なじみの「体験学習」をテーマに私が個人的に考えている
「作戦」を紹介します。

　学生の頃から実験が好きで、根っから理系人間の私は、
「事前に立てた仮説に沿って行動し、結果を検証した上で
改善点を見つけ、次の課題解決にいかす」という体験学習
のプロセスが大好きです。そして、キャンプの現場は体験学
習の機会の宝庫とも言え、この世界に身を置ける幸せを実
感しながら仕事をしてきて早や１０余年がたちました。
　体験学習のプロセスは、一つのキャンププログラムの中
で繰り広げられるだけでなく、「キャンプそのものを企画す
るとき」「子どもたちへの関わり方を模索するとき」「リー
ダーたちを指導するとき」などにも活用してきましたし、さら
には「苦情・トラブル応対方法」「仕事の取り組み方」などの
場面でもたくさんのことを体験から学び、次はこう解決した
らいいという自分なりの法則をたくさん蓄積してきました。
　この体験学習のプロセスを活用して、野外活動施設を利
用したことのない団体にどうやって周知・集客すればよい
かを考える中で、次のようなアイデアが浮かびました。
　「初めて団体が施設を利用した後、その団体の特徴やリ
クエストに応じてプログラムや設備環境などを改善した『２
回目の利用プラン』を団体に提案する」というものです。

１施設でできる定番プログラム「野外炊事」「キャンプファ
イヤー」「ハイキング（近隣に海や川があれば水遊び）」
「クラフト」などを盛り込んだ１泊２日のベーシックな宿
泊プランを用意し、これを基本のプランとして様々な団
体に宣伝する。特に、障がい者団体、高齢者団体、各種

ＮＰＯ法人や大学サークルなど、これまで野外活動に縁
のなかった団体を中心に周知する。

2 利用が決定した団体には、通常利用どおりのサービスを
提供する。

３利用後、「次回利用に向けての修正案」を利用団体・施設
双方の協議の上作成する。

　 その際、「Ａ．基本のプランのままでＯＫ」「Ｂ．一部修正
を加えればＯＫ（マイナーチェンジ）」「Ｃ．その団体にあ
わせて全く新しいプログラムを提供したり、設備を改善
したりしなければならない（フルモデルチェンジ）」の３
種に分類。

４上記の種別に応じた企画料や経費も含まれる提案内容
を、団体に選んでもらった上、次回の利用時に修正した
サービスを提供する。

　ベーシックなプランをそのまま活用することで、初めて利
用する団体は計画段階での負担が軽減され、さらに利用し
てわかった課題を団体・施設双方が共有し、経費負担額も
明示された解決案を提示するところまで協議することで、
団体は安心して次も利用でき、施設は経費的なリスクを回
避した上で、より利用者のニーズに応じた施設運営ができ
る、といった塩梅です。
　つまり体験学習のプロセスを施設・団体がひとつのチー
ムとして活用することになり、結果的にプログラムの多様
化や、設備や備品面でサービス向上にもつながることにな
るのです。
　展望というほどではありませんが、この作戦を機会があ
れば「体験学習」のプロセスに移し、実効性をまた１０年後
に報告できればいいなと思っています。

（財）大阪市青少年活動協会　鈴木忠範
（調査研究部会）
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072-453-7070（入試広報部）

BUC対象事業

BUC対象事業
（予定）

大阪府キャンプ協会（ユースサービス大阪内）　TEL  06-6561-7800
BUC対象事業

募
集
中

　日本キャンプ協会認定の、日本・都道府県キャンプ協会が実施する
事業。参加することで、新しい知識・情報を手に入れたり、キャンプ
にかかわる人たちとのネットワークを築いたりすることができます。
　参加登録を完了された方には資格更新料を免除します。
（キャンプインストラクター・1,000円／キャンプディレクター2級・2,000円／
キャンプディレクター1級・3,000円）

BUC 対象事業とは

昨年の
シンポジウムの様子

あんばい

♪
♪



大 阪 府 キ ャ ン プ 協 会 2 0 周 年 特 集 号 ア ン ケ ー ト 結 果 報 告

あなたの思い出のキャンプ！！
大阪府キャンプ協会

会員40名に訊く！！

　今回秋号では「プログラムから２０年を振り返る」とし、会員の皆様にアンケートにご協力いただきました。
「始めたころを思い出して・・・」とお願いしたので、２０年以上さかのぼっての回答もいただいています。

世代にかかわらず定番のものもあれば、世代を感じる部分もあります。
　また、ひとつの設問に複数記述いただいた方も多く、思い出すうち
「あれもこれも…」となるのもキャンプの楽しさかもしれません。

(ほぼ原文のまま掲載しています。)

～２０代（７名） ３０代（１３名） ４０代（７名） ５０代（７名） ６０代～（６名）

キャンプファイヤー
阿南でのトレーニング
テント泊
オーバーナイト
全部

キャンプファイヤー
ソロビバーク
ナイトハイク
川遊び（渓流の飛び込み）
焚き火
無人島泊
スキー

キャンプファイヤー
オリエンテーリング
自炊
焼き板
冬の北山登山
源水探し
無人島泊
川遊び

キャンプファイヤー
７泊８日の電気なしの
キャンプ
川の水での自炊
大雨の中の自炊
野宿
土に穴を掘っての蒸し料理
川遊び

キャンプファイヤー
遠泳
オリンピック大会
追跡ハイキング
野外料理コンテスト
移動キャンプ
（徒歩・バックパッキング）
自炊
ゲートボール
初めて参加したキャンプで、人の
優しさや自然の力に感動した

3 8
3
2
2

2
2

2

～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

猛獣狩り
ユポイヤイヤイ
大工のきつつきさん
太郎君次郎君
クワガタ
ライオンとカバ

猛獣狩り
命令ゲーム
ユポイヤイヤイ
マイムマイム
キャンプソング
手と手と手と（歌）
燃えろよ燃えろ
魂で握手
太郎君次郎君
大工のきつつきさん
こげよマイケル
スイカの名産地
キャンプだホイ
ウンチャカ
ＵＦＯ
大根にんじんかぶら
海山

こげよマイケル
薪交差
アーランサンサン
ライオンとカバ
オクラホマミキサ
落ちた落ちた
ドレミの歌
猛獣狩り
太郎君次郎君
大工のきつつきさん
洗濯やのおばあさん

こげよマイケル
命令ゲーム
ポーキーポーキーダンス
ランララダンス
オオブレネリ
エイヤーオー
キャンプの夏
調子にのるな
あの青い空のように
鬼のパンツ
キャッチ
燃えろよ燃えろ
ハレルヤ

スタンツ
振りつきソング
魚鳥木
瞑想
落ちた落ちた
鬼のパンツ
大根にんじんかぶら

6 3
3
2
2
2

2
2

2
2

～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

▼コメント 
　どの世代もキャンプファイヤーが挙

げられています。いつの時代も夜に

は火を囲んで楽しんでいたのですね。

　40代までに挙がってくる内容は、

計画され与えられた中でのプログラム

ですが、50代以上の内容は「野宿」「川

の水での自炊」「料理コンテスト」「移

動キャンプ」と全体でプログラムを考

え進めていることを感じさせるものが

多いように思います。また、「遠泳」

「ゲートボール」「オリンピック大会」

と時代を感じるものもあります。
▼コメント 

　40 代までに出てくる「猛獣狩り」「太郎君次郎君」「大工のきつつき
さん」などは、やはり新しいゲーム
なのでしょうか。
　30～50代では、「こげよマイケル」が、そして「落ちた落ちた」「大根
にんじんかぶら」は世代を超えて出
てきています。
　40代以上では、「ドレミの歌」「洗
濯やのおばあさん」「ポーキーポー
キーダンス」「鬼のパンツ」など、歌っ
て踊るものが多いようです。
　ただ、ゲームの名前を見ていると、やり方は変わっているものもありま
すが、今もよく行なわれているゲー
ムの名前が挙げられているように思
います。

▼コメント 
　４０代までは「ドーム型」

「ムー

ンライト型」、４０代以上は「
家型」

｢三角テント」とわりとはっ
きり分

かれたように思います。

　フレッシュエアー型は、常
設型

なので、施設でのキャンプ
で使用

したものと考えられます。

ドーム型
フレッシュエアー型
ティーピー型
家型
三角形

ドーム型
ムーンライト型
フレッシュエアー型
家型
パトロールテント（三角）

三角テント
ドーム型
家型
フレッシュエアー型

家型
ドーム
三角テント
フレッシュエアー型

家型4 7
3
3
3
2

3
2
2

5
2
2

5

～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

★各々「キャンプを始めた頃」を思い出してご記入ください

【コメント】
大阪府キャンプ協会　

武村　尚史（４０代）
広報部会1. あなたの年代は？

2. キャンプで思い出のプログラムは？

3. キャンプファイヤーのゲームの定番といえば？

4. キャンプで使ったテントの形は？

※右端に回答数が入っています。数字の無いところは一人だけの回答です。



カレー カレー
炊き込みご飯
パスタ
ホットサンド
カレーうどん
トン汁
ねじりパン
ロールサンド

焼きそば
カレー
そうめん

カレー
焼きそば
トン汁
炊さんパーティー
移動食（おにぎり）
チキンラーメン

カレー
流しソーメン
おにぎり（持参）
山菜てんぷら

6 5
2
2

4
2

2

～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

カレー
バーベキュー
すきやき

カレー
バーベキュー
ダッジオーブン料理
煮込み料理
ハンバーグ

カレー
バーベキュー

カレー
バーベキュー
すき焼き風
炊さんパーティー

カレー
コロッケ
重ね煮

5 9
2

6 4 3

～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

▼コメント 
　４０代を除いて「カレー」が１番

でした。ただ、４０代・５０代の「焼き

そば」も、当時手軽でよくやった記

憶があります。
３０代は、回答数も多い分メニュー

も多く挙がってきました。５０代以

上の「おにぎり」「チキンラーメン」「山

菜てんぷら」と今との違いが感じら

れるメニューですね。

▼コメント 　カレーが夕食でダントツでした。また、バーベキューも定番なのでしょうが、６０代以上では・・・。「ダッジオーブン料理」や「煮込み料理」は、最近の流行メニューでしょうか。

▼コメント 
　どの世代も「懐中電灯」が挙がっ
ています。夜に頼るものはいつの時
代も同じです。また、「カッパ」も
多くあげられました。天候の変化に
も対応しなければ・・・。
　「ナイフ」「ナタ」から「アーミー
ナイフ」｢ツールナイフ」と変わって
いくのは、大きさ、手ごろさ、値段
的な変化を表しているようです。
　そして、６０代以上の「食料、米」

「飯ごう」｢寝袋」については、自分
たちで全てを持って行くことが当た
り前だったキャンプが多かったと思
われます。

▼コメント 
　全体的に「装備の進歩」「軽量化」などの意見を含んだ回答が各世代取り上げられています。
　５０代以上は、「～しなくなった」というような文章も見られ、自分たちの時代を懐かしみながらの意見が挙がっています。３０代・４０代は「～ができるようになった」と施設や環境の変化をまさに経験した実感が、回答に表れています。２０代は、キャンプの変化というより、自分自身の変化を回答してくれました。（環境はそんなに変わってないよネ。）　それぞれの思い入れがこめられた意見が多く出されていたと思います。

昼食

夕食

懐中電灯
手帳
ツールナイフ
非常食（チョコレート）
ロープ
ガムテープ
帽子

カッパ
アーミーナイフ
キャンガス
（プリムス、2バーナー等）
ヘッドライト
懐中電灯
シェラカップ
虫除けスプレー
救急セット
非常食
新聞紙
焚き火台
オイルサーディン
洗面具
コッヘル
ロープ
予備の着替え
長袖（夏でも）

カッパ
寝袋
ロープ
帽子
水筒
タオル
軍手
トランプ
地図
腕時計
ライター
懐中電灯
コッヘル
キャンガス
ナイフ
洗面用具
虫除け

カッパ
懐中電灯
水筒
宮澤賢治の本
（就寝時の読み聞かせ用）
軍手
ハチスプレー
救急道具
リムーバブルポイズン
新聞紙
ナタ

懐中電灯
軍手
食料、米
ギター
飯ごう
コッヘル
寝袋
ナイフ
古いカレンダー
紙袋
マッチ
水着
ビーチサンダル
帽子

3
2

5
4
2

2
2
2
2

2
2
2

～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

・人前で話せるようになった
・自分が好きになった
・人への関わり方
・誰とでも話せるようになった
・プログラムを詰め込みすぎ
・テントの簡素化
・色々工夫すること

・装備の軽量化
・装備の充実
・機能がよくなって楽ができるよう
　になった（よくも悪くも）
・キャンプ人口のボトムアップ化
・ファイヤー時にビデオ撮影する
　ため始めから終わりまで明るさ
　が求められる傾向にある
・キャンプ場の近くに２４Ｈ営業の
　お店ができて、キャンプ中でも
　買出しに行ってしまう
　（工夫しなくなった）
・おしゃれ感
・「キャンプ」ということばの印象
　昔は集団生活、今はファミリー行事
・道具が揃い手軽になった
　（山ガールなど・・・）
・キャンプグッズが安く買えるよう
　になった
・キャンプファイヤーの雰囲気
　（先輩方は盛り上げ方が半端なく
　 上手だったなあ・・・）　　
・キャンガスを使うようになった
・衛生観念
・道具の進化
・アクティビティーの細分化及び
　派生による発展
・スマートフォンでの情報収集

・テントが軽く、簡単に設営
　できるようになった
・プログラムで歌う機会が減った
・キャンプ道具
・キャンプ場
・今は便利さ・快適さを求め
　すぎかも
・キャンピングカーの登場で
　普段の生活に近く、身軽に
　できること
・忙しいなー

・子ども
・持ち物
・野営（テント）から舎営に多く
　変わった
・野外活動施設が自由になった
・ＯＡ機器（デジカメ・パソコン・
　プロジェクター等）の利用
・３食自炊をしなくなった
・かまどやトイレを掘ってつくら
　なくなった
・荷物を担いで歩くことがなく
　なった
・自炊のメニューが豊富になった
・グッズ・服装のファッション性が
　豊かになった

・繊維素材の進歩（衣類・テント）
・歌が減った、がゆえに下手くそに
　なった
・総合的な経験値が低下した
・テントの側溝を掘らなくなった
・いろんな設備が常設になった
・学生ボランティア組織が
　運動クラブ型（強制）から
　自由になった
・ＣＤは２４Ｈ板付きだった
　最近は交代制
・子ども達が忙しくなって、途中
　参加や途中で帰ったりがある

2 2 2

～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

5. 野外炊飯の定番のメニューは？

6. キャンプで必ず持っていった物は？

7. 最後に「一番ここが変わったなぁ」と思うことは？



ドキドキわくわくの
忍者体験

グループごとで旗も

作りました！

川遊び。カニ発見で大興奮！

おいしいカレーを作るため
がんばって火起こししてます

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、幕谷亜紀子　　  

※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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キャンプをす
れば

みんな とも
だち！

　日本の森林は国土の約70％、2,500万ha、その内約
1,000万haが戦後植林されたスギ・ヒノキの人工林で、
その多くが未だ間伐等の手入れが必要ですが、50年以
上の高齢級の森林も急増（現在35％）しており、10年後
には2倍の70％が50年以上となります。引き続き適切
な手入れを行なうことにより、資源として本格的な利用
が可能となります。一方かつては国土の４割をしめてい
た里山は、経済成長による都市化の進展で、都市近郊の
里山は宅地化が進み、山村では燃料革命や過疎と高齢
化により農耕地や雑木林は放置され、荒廃が進んでい
ます。多面的な機能を持つ貴重な森林資源を継続的に
保全していくことが今求められています。次代を担う青
少年たちに貴重な森林を守り育てていくことの大切さ
を森林体験を通して是非学んでほしいものです。
　森林体験の３つの学習段階としての第一段階「森林
に親しみ、森林に遊ぶ」、第二段階「森林を知り、森林に
学ぶ」については既に前回で紹介しましたが、第三段階
は「森林を育て、森林を守る」段階です。森林は里山であ
れ、人工林であれ、放置すると荒廃します。森林を育て
森林を守るためには、人が適切に手入れをしてやらな
ければいけません。
　里山天然林の手入れとしては、かつての里山を再生する
ことはできなくても、下刈や柴刈、雑木林の常緑樹の間伐
や株立ちしている木（コナラやリョウブなど）の間伐をする
ことによって風通しがよくなり、太陽の光が地面によく届く
ようにしてやると雑木林は明るく元気になります。
　スギ・ヒノキなどの人工林の手入れ（これを保育とい
う）については、地拵えをした後に苗木をヘクタール当
り3,000本以上植えますが、最初の5～6年間は毎年夏
に「下刈」をします。下刈というのは、植えた苗木が周囲
の雑草林に被圧されないように鎌で雑草木を刈り払う
作業です。この下刈は苗木が周囲の雑草木よりも高く
なるまで毎年続けます。苗木も植えてから10年もする
と優劣の差ができてきます。育ちの悪い木を早めに伐り

捨てることを「除伐」といいます。併せてクズ、フジ、ブド
ウヅルなどツル類が多い場合には「ツル切り」をします。
　次に良質材をつくるには「枝打」は欠かせません。枝
打というのは木の下枝を伐り払って節のない（無節材と
いう）木材を仕立てる作業です。また枝打をすることに
よって木の成長をおさえ年輪巾を整えたり、元から末ま
での木の太さが一様な木材（完満材という）が生産され
ます。最初の枝打は「裾払い」といって10年くらいたっ
たとき、除伐作業と一緒に行います。手の届く範囲の枝
をノコで切り落とす簡単な作業です。
　次に木の年齢が20年くらいになると第一回目の「間
伐」をします。間伐というのは余分な木を伐って木の間
隔を適当にあけ、林内に十分光を取り入れることにより、
残った木の成長を促進するものです。この間伐は5～
10年ごとに繰り返し行ないます。
　森林の伐採跡地や空地には「地拵え」（整地）をしたあ
とに苗木を植林（新植又は更新という）します。スギ・ヒ
ノキの場合は、3年程度育てた苗木（実生苗又は押木
苗）を植えます。またカシやナラなどのドングリの苗木
やその他の広葉樹の苗木を植林してもよい。
　指導者の養成については、NPO法人日本森林ボラン
ティア協会では毎年「森林大学」（森林ボランティアリー
ダー・リーダー養成講座を開設しており、森林、林業、安
全教育、リーダーシップなど森林保全活動に必要な知
識と技能の習得を目指して座学（夜間10回）と実習（土・
日10日間）を行なっています。既に６００名以上が終了
し、各地の活動地で指導者として活躍しています。森林
インストラクターも３０名以上が活躍中です。第２８期
「森林大学」は２０１２年４月～１０月開講予定です。

しばし、夏のキャンプの思い出に浸り…。

さぁ！まだまだ、がんばるゾ！！

（武村）

「キャンプにおける森林保全体験の勧め」Ⅱ

事務局日誌

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

広報部会  （大阪府森之宮庁舎）

常任理事会（事務局）

全国キャンプ大会

キャンプフェスタ 富士・朝霧

（静岡県：朝霧野外活動センター）

専門委員会（事務局）

■７月１５日（金）

■９月１２日（月）

■９月２２日（木）

　   ～２５日（日）

■９月２８日（水）

　東日本大震災により地元を離れ、関西で生活している子どもたちを招待して、８月１７日
～１９日の２泊３日、大阪市立伊賀青少年野外活動センターで “ フレンドシップキャンプ ”
を実施しました。各市町村の教育委員会等の協力を得て、大阪や神戸、京都から１６名の
小学生が参加してくれました。とにかく楽しんでもらいたい、そんな想いで子どもたちを迎
えました。
　“ 伊賀 ” ということで、忍者博物館で忍者ショーを見学したり、センターでは忍者の衣
装を身にまとい修行という名のもと忍者体験を行いました。手裏剣を投げたり、壁を登っ
たり、みんな忍者になりきって楽しんでいました。その他にも、カレー作りや川遊び、焼
き板にキャンプファイヤーもしました。初めは緊張気味の子どもたちでしたが、次第にプロ
グラムを全力で楽しむ姿が見られ、いつものキャンプと変わらないその様子に少しホッとし
ていました。ただ、ふとした時に『石巻の友だちはどうしてるのかな？』と口にする子がいて、
言葉にしていないだけで感じていることはたくさんあるんだなと改めて思いました。

　キャンプの最後は、『このキャンプのテーマソングで
もある “ 陽のあたる道 ” の歌詞のように、これからみ
んなで、しあわせの道を歩んで行きましょう！』という
事務局長の挨拶で締めくくられました。
　今後も被災した子どもたちが自由に思い切り遊べる場所や機会を提供し続けていけ
たらいいなと思います。１６年前の阪神大震災では多くの方から、あたたかい支援を
頂きました。今度は私たちの番ではないでしょうか。

(財)関西テレビ青少年育成事業団 ディレクター  仲島　真悠子

フレンドシップ
キャンプ

フレンドシップ
キャンプ

でキャンプ！！！
忍者の里

(財)関西テ
レビ

青少年育成
事業団 

東日本大
震災

被災者対
象キャン

プ

3月１１日
に起こっ

た東日本
大震災。

この夏、
大阪府キ

ャンプ協
会の

団体会員
の中でも

、被災さ
れた

方々を対
象にした

キャンプ
が

実施され
ました。

その取り
組みの一

部を

報告しま
す。


