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  第 58号 （2016/06） 

さぁ！2016年の夏キャンプが始まります！！ 

梅雨の季節を迎え、憂鬱な気分になるところではありますが、そんな中にも、きらめく“ささやかな幸せ”は、

ちりばめられています。裏庭にさし木したアジサイは毎年緑の鮮やかな葉を楽しませてくれていましたが、今年

はなんと、薄紅色のこんもりした花弁をふたつも披露してくれました。植物といえども、命の持つ力に感動すら

覚えます。生命力といえば、北海道において不明児童が無事発見されたことにも安堵感を覚えたとともに、人間

もつ生への並々ならぬ力を感じざるを得ませんでした。 

私たちは、どれほど文明が進んだとしても地球上の自然の中に身をゆだね、生きていくことには変わりありま

せん。自然は、私たち人類に対しその厳しさを突き付けます。先般の熊本を中心とした大地震は、その典型とも

言えるでしょう。地震災害によって犠牲になられた方には、謹んで哀悼の意を表するとともに、いまだ被災し、

復興に向けた営みをされている方々に対しても、心よりお見舞い申し上げます。 

さて、そんな自然を舞台にしたキャンピズのキャンプもようやく概要が整いました。自然は脅威だけでなく、

私たちを温かく包み込んでもくれます。自然の恩恵にあずかりながら、新たな人との出会いや、活動を通した新

たな体験の場として、今年の夏キャンプをぜひご堪能ください。 

                       特定非営利活動法人キャンピズ 代表理事 水流寛二 

 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：7月 1日(金) ※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 10 日(日)にプレキャンプを行います。詳細は P.7 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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～復活イルカキャンプ！！！～ 

なんと、なんと、なんと！待ちに待ったイルカキャンプがキャンピズに帰っ

てきました！イルカキャンプを待ちわびていた人も多いことでしょう。 

例年と同様和歌山県の潮岬で行います。イルカキャンプはイルカとふれあい

一緒に泳げたらいいですね。プログラムとしては、ドルフィンスイム、プール

で遊ぶなど夏を満喫できるプログラムとなっています。 

ぜひ、復活したイルカキャンプにご参加ください！ 

日 程：8月 1 日（月）～4日（木）の 3 泊 4 日 

場 所：和歌山県立潮岬青少年の家(東牟婁郡串本町潮岬) 

募 集：クラブ会員 ：計 20名 最低遂行人数 15名 

参加費：125000 円 

担 当：則包 正人 

 

～今年はフェリーが僕らの足～ 

今年の 10泊キャンプは、なんとフェリーを使い九州は鹿児島で 10 泊を過ご

します。フェリーを使い夏キャンプに行くのはキャンピズが始まって初の試み

です。ワクワクが止まりません。 

また、プログラムの内容として、「ハイキング」、「そば打ち」、「海水浴」、「鹿児

島観光」など豊富なプログラムを予定しています。 

みんなで夏の思い出を作りに行きましょう！ 

 

日 程：8月 7 日（日）～17日（水）の 10 泊 11日 

場 所：国立大隅青少年自然の家(鹿児島県鹿屋市) 

募 集：クラブ会員 ：計 20名 最低遂行人数 15名 

参加費：150000 円 

担 当：西川 正人 

 

 

 

  

いるかキャンプ 

 

大隅１０泊キャンプ 
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～和歌山で新キャンプ登場！！～ 

 和歌山・串本海中公園を舞台に、半潜水型観光船でのクルージングをたのし

みます！その他バーベキューやプール遊び、キャンプファイヤーやナザールボ

ンジュウ(トルコ土産)作りなど、魅力的なプログラムが盛りだくさん！ 

今年の夏の締めくくりとして、一緒に楽しい思い出を作りませんか？ 

 

日 程：8月 29 日（月）～31日（水）の 2 泊 3 日 

場 所：和歌山県立潮岬青少年の家(東牟婁郡串本町潮岬) 

募 集：クラブ会員 ：計 20名 最低遂行人数 10名 

参加費：50,000 円 

担 当：畠中 稔生 

 

～夏キャンプの定番！！淡路島～ 

夏のキャンプの定番といえば、あわじゆったりキャンプでしょう！夏の思い出

に浸りつつ最後の夏の思い出を作りに行きませんか。  

プログラムとしては毎年恒例の海水浴を中心に豊富なプログラムを用意してお

ります。毎年大人気のキャンプとなっています。 

 

日 程：8月 23 日（火）～28日（日）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 最低遂行人数 15名 

参加費：80,000 円 

担 当：水流 寛二 

 

  

串本クルージングキャンプ 

あわじゆったりキャンプ 
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こんにちは。キャンピズ事務局員の今井です。お久しぶりですね、みなさん。体調はいかがですか。

私は先日まで熊本へボランティア活動に行ってきました。肌も焼けもう夏真っただ中のような風格を

醸し出しています。 

いよいよ待ちに待った夏がやってきます！皆さん夏のキャンプの準備は進んでいますか？私は心

の準備は着々と進んでいますが身の回りの事が片付かず気持ちだけが前に進んでおります。 

今年の夏のキャンプですが 10 泊キャンプでは、フェリーを使い夏のキャンプ初の試みとなる鹿児

島県に進出します。他にもイルカキャンプの復活、また新しく串本クルージングキャンプを夏のキャ

ンプに加える事になりました。また例年通り淡路キャンプも開催します。ぜひ夏のキャンプを夏の思

いで作りとして参加してみてはどうでしょう。スタッフ一同心からお待ちしております。 

さて、4 月より新事務局員がキャンピズ事務局で勤務しております。その名も「水井広起」。水井

くんは桃山学院大学の 4 回生でキャンピズには 1 回生の時から関わってくれています。現在はキッ

ズキャンプのディレクターをやりつつ事務局に出勤しています。まだまだ始めたばかりでご迷惑をお

掛けする事もあると思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

話はかわりますが、今キャンピズではフェイスブックの更新に力をいれています。キャンプの様子

であったり、キャンピズが現在行っている活動を紹介しております。週一回は更新しております。リ

アルタイムで活動をご覧ください。夏のキャンプでも日々更新するのでお楽しみください。 

下記の URL をご参考に下さい。 

NPO 法人キャンピズ facebook → → → https://www.facebook.com/campwith 

 

特定非営利活動法人キャンピズ 事務局 今井大輔 

 

10月 08日（土）～10月 09日（日）：ちょっと大人のキャンプ（神戸しあわせの村） 

12月 25日（日）～12月 28日（水）：スノーキャンプ （国立乗鞍青少年交流の家） 

※今年のスノーキャンプですが参加者の皆さんに、より冬を楽しんでもらおうと例年の 2泊 3日

から 3泊 4日に日にちを延ばしスキーや雪遊びを楽しんでもらえたらと思っています。 

 

※どきどきキャンプに関しては、随時ご連絡させていただきます。 

※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 

事務局だより 
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〜キャンプのスタッフが、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、キャンプの目標、卒業生のコメント、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 2016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・キッズキャンプ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。 

 

 

 

  

グループキャンプ・チャレンジ 

 

今年度のグループキャンプチャレンジのディ

レクターを担当します PDの鍵野立成と MDの

檜さゆりです。 

今年度のチャレンジの目標は、 

「季節感」を重視にしてキャンパーさんが「主

体」になってチャレンジ出来るプログラム、

全員が「家族」のような関係性になれるよう

なキャンプを目指しています。 

スタッフ、参加者全員が楽しく笑顔になれる

ようなキャンプを作っていきたいと思ってお

ります。 

1年間よろしくお願いします。 

ＰＤ：鍵野 立成 ＭＤ：檜 さゆり 

グループキャンプ・ゆったり 

 

今年度のグループキャンプゆったりのディレ

クターを担当する PD の渡邉京香と MDの川上

紗季です。 

今年度のゆったりの目標は、 

「クラフト」を中心に「何か一つでも、何か

一部分でも自分で作ろう！」を目標に年間８

回の、同じスケジュールのキャンプをする中

で、みんなで協力し合い、笑顔の溢れるキャ

ンプにしたいと思っています。 

１年間よろしくお願いします。 

 

ＰＤ：渡邉 京香 ＭＤ：川上 紗季 

 

キャンピズ・コラム vol.1 

グループキャンプキッズ 

みなさんこんにちは！2016 年度グループキャンプキッズのディレクターを担当します水井広起（ヒ

ロ）と吉田翼沙（ばっさん）です！よろしくお願いいたします。 

年間 3 回と回数は少ないですが、子どもたちもスタッフも元気に楽しくキャンプに参加しています。

今年度はキャンプの目標としてキッズ３カ条を掲げました。 

＊“はじめて”にふれよう！！＊“できた”をふやそう！！＊“えがお”であふれよう！！ 

この３カ条を胸にキャンプにのぞみたいと思います。 

ＰＤ：水井広起（ヒロ） ＭＤ：吉田翼沙（ばっさん） 
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卒業生たちからのコメントです！！ 

 

谷口 陽平（ぐっちょ） 

この 4 年間 NPO 法人キャンピズは僕の大学生活の中心であり学びの場でもありました。 

経験のないキャンプ活動に不安と迷いがありましたが、そこにはたくさんのキャンパーさんが自分達の考えたプログ

ラムを笑顔で参加してくださるのを見て、自然とキャンパーさんとするキャンプが大好きになりました。 

キャンピズで学んだ 1 番の経験はキャンパーさんの気持ちになって、一緒に楽しむと言うことです。キャンパーさん、

スタッフ共に楽しむことができるキャンプ活動を続けるのがとても重要なことだと感じました。 

社会人になり、相手の気持ちになり物事を考える重要性は今の仕事でもとてもいい経験として活かされています。 

大学生活を通し自分を成長させてくれたキャンピズに感謝しています。ありがとうございました。 

 

栗岡 慎介（くり） 

私は、この春から障害者支援施設で働いています。今は業務にも慣れ利用者さんのニーズに沿った支援、充実した福

祉サービスの向上を目指し日々働いています。 

 私は、キャンピズに参加した当初障がいのある人と関わったことがなくて手探り状態のままキャンプライフがスター

トしました。まずは、私の事を覚えてもらおうと挨拶から始めることにしました。すると、1 度しか挨拶したことない

キャンパーさんが、次のキャンプの時に名前を覚えてくれていてとても嬉しい気持ちになりました。キャンプでは大変

な思いもしましたが、その分たくさん楽しい思い出があります。キャンプをはじめて 1年が経ち、あっという間に卒業

となってしまいとても寂しいです。 

 社会人となった今では、キャンピズと違い新しい環境で、たくさんの方々と関わっていく中で、キャンピズで学んだ

事がいかされています。支援方法や、コミュニケーションはもちろん、障がいのある人との関わりは経験なしでは難し

いのだと改めて考えさせられました。学生とは違い職員という立場でとても大変な思いをしています。そんな時キャン

ピズのキャンパーさんに会いたいなーっていう気持ちがすごく湧いてきます。 

 キャンピズで学んだこと、経験は、絶対に福祉の現場で働く際はとても自分自身のプラスになる、私はそう思ってい

るので自信を持って仕事に取り組んでいます。 

  

木下 育美（ぴくみん） 

 私はキャンピズで活動を行い、そこで初めて障がいを持っている方と関わりました。初めはコミュニケーションの取

り方もわからず、キャンプ経験もなかったので不安なところもありましたが、慣れて行くうちに「楽しい」と感じるよ

うになりました。3 回生になるとグループキャンプのディレクター、4 回生では夏の 10 泊キャンプのディレクターをや

らせていただきました。キャンププログラムを作る立場として、金銭管理やスケジュール作成、施設とのやり取りなど

様々な貴重な経験をさせてもらったと思っております。私が 4 年間キャンピズで活動してきて、一番大切にするべきだ

と思ったのは「楽しむこと・楽しんでもらいたいという気持ち」です。これからもキャンピズではみんなの笑顔が絶え

ない、素敵なキャンプ活動をして欲しいと思っています。キャンプでのたくさんの思い出、経験ができて本当に良かっ

たと思います。ありがとうございました。 
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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：2016年 7月 10日（日） 

場所： 「阿倍野市民学習センター（あべのベルタ３F）」 

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 第 1研修室 西川正人 

串本キャンプ 第 2研修室 畠中稔生 

11：00～11：45 
いるかキャンプ 第 1研修室 則包正人 

淡路キャンプ 第 2研修室 水流寛二 

※開始 15分前から受付を行います。 

 

 

 

プレキャンプ 

〒545-0052  

大阪市阿倍野区阿倍野筋 3-10-1-300 

あべのベルタ 3 階 

 

TEL：06-6634-7951 

 

【地下鉄谷町線】「阿倍野」駅 7 号出口より

あべのベルタ地下2階通路を通りエスカレー

ターで 3 階へ 

 【地下鉄御堂筋線】地下鉄御堂筋線「天王

寺」駅より徒歩 8 分 

 【JR】「天王寺」駅より徒歩 8 分 

 【近鉄】「大阪阿部野橋」駅より徒歩 8 分 

 【阪堺電軌】「阿倍野」駅すぐ 

 

http://www.osakademanabu.com/abeno/wp-content/uploads/2013/06/地図【阿倍野CLC】.png
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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 


