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  第 55号 （2015/06） 

さぁ！2015年の夏キャンプが始まります！ 

間もなく、身も心も熱くなる「夏」がやってまいります。日中の気温も 30 度前後まで上

昇してきていますが、みなさんどうお過ごしでしょうか？ 

お待たせいたしました。夏も間近！夏と言えば、そうキャンプ！いよいよキャンピズで

は夏のキャンプの参加者を募集します♪ 

大自然の中で私たちと一緒に思い出に残る楽しいキャンプをしましょう！ 

各キャンプの詳細は次ページ以降をご覧の上、お申し込み下さい。申込みに際しては別

紙資料をよくお読みになって参加したいキャンプを選んで下さい。 

ご家族皆様でご検討いただき、ぜひぜひキャンピズの夏キャンプにご参加下さい。みん

なで楽しい夏の思い出を作りましょう。スタッフ一同皆様のご参加を心からお待ちしてお

ります♪ 

 

 申込要項  

 

申込方法：同封の夏キャンプ申込書に必要事項をご記入の上、キャンピズ事務所まで返送下さい。 

返送方法：郵送・FAX・e-mail(宛先は封筒前面もしくは、申込書をご覧下さい。) 

申込締切：6月 21日(日) ※必着 

  ※定員を超えた時は抽選を行いますので、ご了承ください。 

  ※7 月 19 日(日)にプレキャンプを行います。詳細は P.6 インフォメーション「プレキャンプ」にて。 

 

申し込みの流れ 

①同封の夏キャンプ申込用紙に必要事項を記入。 

②キャンピズ事務所へ FAXまたは封書にて送付(電話、メールでの申し込み不可)。 

③キャンピズ事務局にて参加者決定。応募者が定員を超えた場合は抽選となります。 

④参加決定通知着後、同封の振込用紙にて参加費の振り込み。 

⑤振込の確認後、正式に参加確定。 
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～能登島、海まるごと体験しよう～ 

今年度は山ではなく、10泊始まって以来の海近くの施設にて実施します。石

川県能都半島での海水浴や、能登島にある水族館を中心に、自炊・クラフト・

カッター体験など、これまで以上にバリエーションに富んだプログラムが楽し

めます。10泊という長期宿泊を活かして、のんびりとお昼寝や自由な時間もた

っぷり設けております。自然の中で一緒に生活し、みんなで笑いあえる 10 日間

を過ごしませんか？ 

 

日 程：8月 11 日（火）～21日（金）の 10泊 11日 

場 所：国立能登青少年交流の家(石川県羽作市) 

募 集：クラブ会員 ：計 20名 最低遂行人数 15名 

参加費：130,000円 

担 当：西川 正人 

～みんなで協力カヌーをよいしょ！～ 

今年から新しく夏キャンプに仲間入りした大洲キャンプ。愛媛県大洲市を

舞台に、さまざまなアウトドアアクティビティが体験できます。一番の注目

はカヌー体験！二人一組で協力しながらのライディングは、この夏一番の思

い出になるはず。南予を一望できる高台から眺める絶景とともに、濃厚な 2

泊 3日を一緒に過ごしませんか？ 

 

日 程：8月 29 日（土）～31日（月）の 2 泊 3 日 

場 所：国立大洲青少年交流の家(愛媛県大洲市) 

募 集：クラブ会員 ：計 20名 最低遂行人数 15名 

参加費：42,000 円 

担 当：則包 正人 

 

 

 

 

  

能登１０泊キャンプ 

大洲カヌーキャンプ 
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～田舎のすばらしさで身も心もピカピカ～ 

 今年もやって参りました！名物住職の了勝さんとお寺で楽しく思い出に残

るキャンプを過ごしませんか？普段のキャンプとはまた違う雰囲気の中での

生活はあなたにとって忘れられない経験となるでしょう。さあ敦賀キャンプへ

レッツゴー！！ 

 

日 程：8月 6 日（木）～8日（土）の 2 泊 3 日 

場 所：敦賀・高雲寺(福井県敦賀市) 

募 集：クラブ会員 ：計 20名 最低遂行人数 10名 

参加費：40,000 円 

担 当：金田 喜弘 

 

～夏はまだまだこれから！～ 

海！海！海！みんなでおっきな海に受けとめてもらいませんか。山もいいで

すが海も素晴らしいですよ！海で思いっきり泳ぐのもよし、海岸でぽけーっと

たそがれるのもよし。あわじキャンプでは海のプログラムではなく、キャンプ

ファイヤーやクラフトと盛りだくさんの内容となっています。 

 

日 程：8月 23 日（日）～28日（金）の 5 泊 6 日 

場 所：国立淡路青少年交流の家(兵庫県南あわじ市) 

募 集：クラブ会員 ：計 20名 

参加費：80,000 円 

担 当：水流 寛二 

 

  

つるがお寺のキャンプ 

あわじゆったりキャンプ 
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※大切なお知らせ（キャンプ費高騰について）※ 

 2015 年度の全夏キャンプ（新規大洲キャンプは除く）におきまして、昨年度よりも参加費が高騰

しております。これまでにも物価や消費税の上昇に伴い、多少の値上げは行ってまいりましたが、沢

山の方にご参加頂きたいという思いから、大幅な値上げは行ってきませんでした。しかしながら、今

年度、大幅な値上げを決行させて頂いた背景には以下の理由がございます。 

 

① 全体的な物価及び消費税の上昇。 

② 宿泊施設使用料及び食費の値上がり。 

③ 貸切バス利用料金の高騰。 

 

 特に③のバス利用料金の高騰につきましては、平成 24 年 4 月に発生した高速ツアーバス事故を受

け、貸切バス市場の構造的な問題の改善の一環として、国土交通省による「新貸切バス運賃・料金制

度」が平成 26年 4月より実施されました。この新料金設定は場合によって（特に関西圏外の場合）

は従来の 2倍から 3倍の料金を請求される状況となっております。 

キャンピズでは利用バス会社との契約上、昨年度までは「経過措置」として、旧料金設定での利用

が可能でした。今年度におきましても、通常の契約に比べ割安料金での利用が可能となりましたが、

昨年度と比較すると高騰しており、来年度以降は更なる値上げが予想されます。 

 

この様な社会情勢を受けまして、今後のキャンププログラム（グループキャンプやその他宿泊キャ

ンプも含め）についても値上げをせざるを得ない状況であり、安全で安心したキャンプ活動を維持す

るためにも必要不可欠であることをご理解下さい。 

 

 

09月 04日（金）～09月 06日（日）：どきどきキャンプ 

10月 03日（土）～10月 04日（日）：シニアキャンプ（初日はボランティア研修） 

10月 24日（土）～10月 25日（日）：どきどきキャンプ 

11月 07日（土）～11月 08日（日）：どきどきキャンプ 

12月 26日（土）～12月 28日（月）：スノーキャンプ（プレキャンプは 12 月 06日（日）） 

 

※全て予定となります。日程の変更や中止になる場合があります。 

※詳細及びお申し込みについては決定次第、ご案内させて頂きます。 

  

年内の予定 



 
5 

 

 

 

 

 

 

 

〜新年度体制になり、キャンプのスタッフや事務局員が、フレッシュなメンバーに変わりました。

今回は、そんな彼らの意気込みや、本年度の変化に関するコラムを掲載いたします。本年度もみな

さま、よろしくお願いします！〜 

出会いと別れの季節が過ぎ、毎日の生活にやっと慣れてきたころですが、皆様いかがお

過ごしでしょうか？今回は 2015年度グループキャンプチャレンジ・ゆったりのディレクタ

ーに今年度の意気込みを語っていただきました。（信達） 

 

 

 

  
グループキャンプ・チャレンジ 

 

今年度グループキャンプチャレンジの PDを

させていただくことになりました井筒正基で

す。スタッフ、キャンパーさん共にキャンプ

に来てよかったなと感じることができ、たく

さんのことにチャレンジし、新しい発見につ

ながるキャンプをみんなでつくっていこうと

思っています。キャンプがよりいっそう楽し

くなるように頑張っていきますので一年間よ

ろしくお願いします。 

 今年度グループキャンプチャレンジの MDを

させて頂くことになった常川純加です。参加

者の皆さんや、サポートするスタッフも今ま

で以上にキャンプが待ち遠しくなるような、

楽しいプログラムを考えていこうと思ってい

ます。一年間みんなでいろいろな思い出を作

りましょう！ 

よろしくお願いします。 

 

PD：プログラムディレクター  井筒 正基 

MD:マネジメントディレクター  常川 純加 

グループキャンプ・ゆったり 

 

2015年度のグループキャンプゆったりでは

「食」をテーマにし、一年間活動を行ってい

きます。 

 具体的には、食事を通しグループキャンプ

ゆったりに関わる全ての人たちが、気軽に関

わりを持つことのできる居心地のよい「もう

一つの居場所」みたいな空間作りができたら

いいなと思いこのようなテーマにしました。 

また、プログラムの「自炊」を主に一年間

「カレーを作る」という継続的な活動を行い

スタッフ、キャンパーさん共に自発的な行動

へ変わることを願っています。 

 継続的なプログラムを続けていくことで、

何か新しく挑戦できる事や、今まで気が付か

なかった発見など余暇活動を通して、たくさ

んの経験をして欲しいです。 

一年間よろしくお願いします。 

 

PD:プ ロ グ ラ ム デ ィ レ ク タ ー  竹内 景哉 

MD:マネジメントディレクター  中嶋 庸介 

 

 

キャンピズ・コラム vol.1 
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しゃちょうさんのこらむ 

 

初めましての皆さまも、お馴染みの皆さまも、どうもこんにちは。キャンピズ理事及び事務局長を

務めさせて頂いております、「しゃちょう」こと西川正人です。 

キャンピズＮＥＷＳにコメントさせて頂くのはいつ以来でしょうか。おしゃべりで目立ちたがり屋

の私ですが、改めて何か書けと言われますと、案外難しいものですね。何を書こうかと悩みながら難

波をうろうろしていたら、キャンパーさんに出会いました。声をかけたら「しゃちょうさん、西川さ

ん、さようなら」といって消えていきました。（笑）いきなり声をかけたからびっくりさせてしまった

のかも知れませんね。でもまあ、しっかり名前は覚えてくれていたから良かったです。もう１０年以

上の付き合いのキャンパーさんでしたから。 

 

とまあこんな風に街を歩いていたり、電車に乗っていたりすると１ヶ月に１回は絶対にキャンパー

さんに出会います。この前はキャンプ場でどこかで見かけたことのある人がいるなと思ったら、天王

寺で私を見つけて後を付けてきたという、強者のキャンパーさんもいました。（笑）普段街を歩いてい

て地元の友人にすら１ヶ月に１回も会わないのに、これだけ高確率でキャンパーさんに出会うとは、

私がキャンピズの活動を始めてもう１３年。本当にたくさんのキャンパーさんに出会って来たんだな

と、そして名前を覚えてくれていたり、後を付けてきてくれたり、長い長い付き合いとその中で築き

上げた信頼関係がなければ、こういった出来事にも遭遇しないんだろうなと思うと、なんだか考え深

いものがあります。 

 

当初は学生ボランティアとして関わり、事務局でのアルバイトやキャンプディレクターとしてたく

さんのキャンプを企画し、気がつけば理事として運営に携わっていました。キャンピズは専従の職員

を雇用しているわけではありません。私を含め理事全員が本職を持ちながらこの活動に携わっていま

す。本職の休みを利用してキャンプを実施しているわけですから、学生時代の友人に「えっまだキャ

ンプしてるん？」とよく驚かれます。まあ普通休みはしっかり休みたいですもんね（笑）私も、もう

３２歳になって１０代に比べたら随分と疲れが溜まるようになってきました。キャンプに参加した後

はやっぱり疲れます。でも、それでもこの活動を続けたいという思い、キャンパーさんや学生ボラン

ティアと、もっともっと楽しい思い出を作りたいという気持ちは、褪せることはありません。きっと

これからもずっと変わらないんだろうなと思います。 

 

思いついたことを、ただそのまま書いていたら、もうまとめに入らなければならないところまでや

ってきました。今年度も私はたくさんのキャンプをします。そこでたくさんの人に出会う事でしょう。

そこでは、人から人へ色々な思いが繋がりあって、たくさんの素晴らしい景色が見えてくるんだと思

います。「人は人を旅する」。高校の恩師の格言なのですが、聞いた当初はよく分からなかったこの言

葉が今は理解できる気がします。これからも色んな「旅」ができればと思います。  
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インフォメーション 

 夏キャンプの参加が決定した方には、プレキャンプに参加して頂きます。プレキャンプは、参加者と

スタッフが事前に会い、情報交換を行うための大切な機会です。特別な事情がない限り、保護者とご一緒に

必ずご参加下さい。 

 

日程：2015年 7月 19日（日） 

場所：大坂市立市民交流センターにしなり 

緊急連絡：080-4312-8418（西川携帯） 

 

プレキャンプ時間割表 

時間 キャンプ 場所 担当者 

10：00～10：45 
10泊キャンプ 204号室 西川正人 

大洲キャンプ 212号室 則包正人 

11：00～11：45 
敦賀キャンプ 204号室 金田喜弘 

淡路キャンプ 212号室 水流寛二 

※開始 15分前から受付を行います。 

 

 

 

 

プレキャンプ 

〒557-0025 

大阪市西成区長橋２丁目５番３３号 

TEL 06-6561-0007 FAX 06-6561-9154 

 

・JR：環状線「今宮」駅 徒歩 10 分 

・地下鉄：四つ橋線「花園町」駅 徒歩 15

分 

・市バス：52 系統「西成障害者会館」すぐ 

 7 系統「長橋二丁目」すぐ 
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キャンピズ・クラブ、キャンピズ・メイト、どちらの方も、キャンプに参加するには会員登録が必

要です。封筒の宛名の下にて、今年度の会員更新の状況が確認できます。完納の方は「本年度年会費 

済み」、未納の方は「本年度年会費 未納」と記載されておりますので、ご参照ください。 

未納で今年度の更新を希望される方は、下記の表と振込先をご参照に、手続きして頂くようお願い

申し上げます。また、ご自身の更新状況が宛名の下の記載と相違がある方は、いちど事務局までご連

絡下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会員種別 内容 費用 

キャンピズ・クラブ キャンパー（参加者）として活動に参加する方 3,000円 

キャンピズ・メイト スタッフ（ボランティア）として活動に参加する方 3,000円 

キャンピズ・メイト（学生） スタッフ（ボランティア）として活動に参加する学生 500円 

キャンピズ・正会員 
キャンピズの社員として参加する方 

（総会の議決権をもちます） 
5,000円 

キャンピズ・賛助会員 経済的にキャンピズの活動をご支援頂く個人・団体 一口 5,000円 

 

会費振込先 

口座番号 00930-7-144553 

口座名義 キャンピズ 

 

キャンプに参加するには会員登録が必要です！ 

更新方法 

郵便払込取扱票に必要事項（住所・氏名・

会員番号(継続の方のみ)・希望会員種

別・金額）をご記入いただき、郵便局に

て振込をお願いいたします。（手数料はご

負担願います。） 

 

キャンピズ事務局  

〒540-0012 

 大阪市中央区谷町 2-2-20 2F  

 市民活動スクエア CANVAS谷町 内 C-01 

TEL/FAX 06-7657-5001 

E-MAIL  ncw1998@campwith.jp 

開局日 平日（月～金）10:00～17:00 

         発行責任者：水流寛二 


