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  第 61号 （2017/06） 

 近畿地方もいよいよ梅雨入りとなりました。ジメジメとした日が続くかと思うとどんよりした気持ちになりま

すが、植物たちにとっては恵みの季節といえるでしょう。艶やかな緑がより鮮やかに映え、命の力が満ち溢れて

くるようです。私たちも、負けずに溌溂と行きたいものです。 

 さて、2017 年度のキャンピズは、キャンプ事業はもちろんのこと、以前からお伝えしておりましたように、

新規事業がスタートしていきます。去る 5 月 31 日に兵庫県の障害福祉サービス事業者の指定を受け、6 月 1 日

から就労継続支援 B 型事業所「ウィズ芦屋」がオープンいたしました。就労継続支援 B 型事業所とは、「働きた

いが、いきなり一般企業に不安がある方」、「一般企業等の雇用に結びつかなかった方」、「働くことを希望してい

るが、就労移行 A 型事業の前に利用しようと思った方」などに雇用契約は結ばないが、働く場所を提供するとこ

ろです。現在の利用者は 1 名ですが、徐々に増やしていく予定です。また、大阪市平野区が公募する「平成 29

年度みんな食堂ネットワーク拠点事業」の企画競争に応募し、受託いたしました。最近話題になっている子ども

の貧困問題に絡めて、区内にある子ども食堂と連絡を取り合い、地域や食料提供者などをつなぎ合わせるネット

ワーク活動を行っていきます。これも、6 月 1 日からスタートしております。 

 新規事業に合わせて、これまで懸案に上がっておりました、専従職員の採用も行いました。一気に事業が拡大

してまいりますが、早くに経営基盤を固め、会員のみなさまへのサービス向上に努めてまいる所存です。今後と

も、よろしくお願いいたします。 

                       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 3日(月) ※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 9 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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～Let’s ドルフィンスイム！！～ 

昨年ご好評いただき、今年もやります！いるかキャンプ！！ 

8月にはいるとより一層日差しがまし暑さも倍増することでしょう。そんな疲

れた身体に海の癒しはいかがですか？愛くるしく人懐っこい、いるかたちとふ

れあいぜひ皆さんも海の癒しを感じてみてください！ 

また、その他のプログラムでも夏を満喫できるプログラムを用意しておりま

す。みなさまのご参加お待ちしております。 

 

日 程：8月 1 日（火）～4日（金）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 

 

～再びの能登へ～ 

今年の 10泊キャンプは、2 年前に訪れた石川県能登半島に再びおとずれま

す！！２度目の能登ということもあり前回より充実した 10日間を過ごせると思

います。また、プログラムの内容として、「ナイトアドベンチャー」、「キャンド

ルセレモニー」、「肝試し」、「天体観測」など。夏のキャンプだからこそできる

ナイトプログラムも充実しています！！ 

みんなで夏の思い出を作りに行きましょう！ 

 

日 程：8月 12 日（土）～22日（火）の 10泊 11日 

場 所： 国立能登青少年交流の家(石川県羽昨市) 

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 

 

能登１０泊キャンプ 
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～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（水）～28日（月）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 

 

 

7月 15日（土）～7月 16日（日）：どきどきキャンプ（兵庫県西宮市立甲山自然の家） 

10月 7日（土）～10月 8日（日）：どきどきキャンプ（兵庫県姫路市カマボコ工場） 

11月 11日（土）＊日帰り：どきどきデイキャンプ（吹田市ドーナツ工場） 

12月 23日（土）～12月 26日（火）：スノーキャンプ （国立乗鞍青少年交流の家） 

2018年 2月 10 日（土）～11日（日）：どきどきキャンプ（USJ） 

 

※７月どきどきキャンプの詳細、申し込みは同封されている別紙にてご確認ください。 

※10月以降の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。 

  

あわじゆったりキャンプ 

年内の予定 
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こんにちは。キャンピズ事務局員の水井です。ちょうど 1 年前のキャンピズ NEWS では新事務局

員として“事務局だより”にて紹介をされていました。そんな私も現在専従職員としてキャンピズに在

籍しています。学生生活のすべてといっても過言ではないキャンピズに卒業後もこのようにかかわれ

ていることをとてもうれしく思います。1 年前新事務局員として紹介されていた私ですが、今回は私

から新事務局員を紹介したいと思います。2017 年度グループキャンプゆったりのマネジメントディレ

クターも務めている、桃山学院大学 3 回生の金本直也くんです。彼もキャンプ大好き人間の一人です。

もっとキャンピズにかかわりたいと金本君からの申し出で事務局員として頑張ってもらうことになり

ました。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。 

さあ話は変わり、いよいよ待ちに待った夏キャンプのシーズンですね！私はすでにウキウキわくわ

くキャンプへの気持ちが先走っています！今年の夏のキャンプですが 10 泊キャンプでは、2 年前に訪

れた石川県能登半島に再び訪れます。今年度もイルカキャンプを実施し、また例年通り淡路キャンプ

も開催します。2017 年の夏も非常に暑いと予報されています。日差しが熱いこの夏を、熱い思い出で

あふれさせませんか？皆さんのご参加スタッフ一同心よりお待ちしております。 

 

特定非営利活動法人キャンピズ 事務局 水井 広起 

 

 

昨年度よりキャンピズ新規事業として準備を進めて 

きました、障害者総合支援法に基づく、就労継続 

支援 B型事業がこの 6月 1日付けで兵庫県より 

指定がおりました。事業所名は「ウィズ芦屋」です。 

皆さんのご支援やご協力のおかげで新規事業が 

スタートします。 

日中活動は主に、有名菓子の箱詰め作業をします。 

事業がスタートして間もないですが、事業所での 

キャンプやレクリエーション、就労体験のプログラム 

など充実させていきたいと思います。 

今後ともよろしくお願いします。 

ぜひ、見学等お越しください。 

ウィズ芦屋 管理者 阪田 昌三 

  

事務局だより 

ウィズ芦屋だより 

Facebookページ開設 

https://www.facebook.com/withashiya/ 
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〜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、2017 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 

 

今年度グループキャンプチャレンジ、プログ

ラムディレクターの松田祐輝（ゆうきっちょ）

とマネジメントディレクターの樋川未来（み

き）です。 

今年度のチャレンジは“クラフト”力を入れ

て各キャンプに季節感を盛り込んだクラフト

をしたいと思っています。 

また、みんな仲良くアットホームなキャンプ

を作っていきたいと思います。１年間よろし

くおねがいします！ 

 

ＰＤ：松田 祐輝 ＭＤ：樋川 未来 

グループキャンプ・ゆったり 

 

本年度ゆったりキャンププログラムディレク

ターの西村 拓海（ほうせい）とマネジメン

トディレクターの金本 直也（かねやん）で

す。 

本年度のゆったりキャンプは「食と礼儀」を

テーマにし、自炊と日常生活でのあいさつと

マナーに重点を置いたプログラムを作ってい

こうと思います。 

至らないところもあるか思いますが、一生懸

命頑張りますので今年度一年間よろしくお願

いいたします。 

 

ＰＤ：西村 拓海 ＭＤ：金本 直也 

 

キャンピズ・コラム  

グループキャンプ・キッズ 

みなさんこんにちは！２０１７年度グループキャンプキッズキャンプディレクターを担当させていただく

宇澤俊（しば）と山中みなみ（みなみ）です！よろしくお願いいたします。 年間３回と回数も少ないで

すが、子どもたちもスタッフも元気いっぱい笑顔いっぱいのキャンプをしています。今年度のキッズキャ

ンプの目標として３か条を作りました！ ☆えがおであふれよう ☆できた、やってみたいをふやそう 

☆ともだちのいいところをみつけよう です！この３か条を胸にキャンプにのぞみたいと思います！ 

 

ＰＤ：宇澤 俊 ＭＤ：山中 みなみ 
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事務局卒業生たちからのコメントです！！ 

 

今井 大輔（だいちゃん） 

みなさんこんにちは！ 

お久しぶりです。キャンピズ事務局でお世話になっていた今井大輔です。キャンピズ事務局で 2 年間お世話になりまし

た。今は病院でＭＳＷとして勤務しています。仕事内容は患者さんの入院中の相談、また退院支援を行っています。 

 キャンピズ事務局で学んだことは現在の仕事につながる点もあり、すべてはつながっているのだと感じました。 

 キャンピズでは人と人とのつながりの大切さを学び、またキャンプの楽しさ、そして喜びを感じることができました。

キャンピズで学んだことは社会でも生きると思っています。今活動している学生さんに多くのことを学び、自分自身の

力にして成長してもらいたいと思います。 

「キャンピズに卒業はない。」水流代表の言葉です。この言葉は私自身、仕事そして私生活のモチベーションにもつな

がる言葉です。学生は卒業しましたが、キャンピズは卒業しません！ 

では、またみなさんにお会いできる日を楽しみにしています。 

信達 和典（しんちゃん） 

皆さまお世話になっております。今年から社会人となりました、信達和典（しんちゃん）です。 

私は大学 2 回生～大学院 2 年間の計 5 年間、学生ボランティアとしてキャンピズに関わりました。さらに、大学院 2

年間では ACD（アシスタントキャンプディレクター）や事務局員としてもキャンピズ携わって来ました。学生生活のほ

とんどをキャンピズで活動させてもらうなか、様々な経験をさせていただきました。 

その中でもグループキャンプチャレンジは私の最も参加したキャンプであり、長く関わることで参加する子どもたち

の成長を実感することができて凄く思い出深いキャンプの１つです。 

今年度よりそのグループキャンプチャレンジの CD（キャンプディレクター）として引き続きキャンプをすることに

なりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。 

また新規事業としてウィズ芦屋もスタートし、新たに活動をするキャンピズを社会人として色々な面で支えていけれ

ばなと思っています。キャンプでもキャンプ以外でも、お会いできる機会にはご気軽にお声がけしていただけると幸い

です。 

長くなりましたが、最後に感謝の意を述べさせていただきます。ありがとうございました。 

中野 堅太（ちょび） 

 こんにちは。中野堅太（ちょび）です。今年の 4 月から社会人になりました。今は障害者支援施設に勤めさせていた

だいています。キャンピズでは、キッズキャンプとキャンピズ事務所で関わらせていただきました。いざ就職してみる

と、キャンプとは違う楽しさがあり、また様々な面で支援施設の難しさを感じています。キャンピズで学んだことや、

感じたことを仕事に活かしていきたいと思っています。キャンピズの活動はとても良い経験だと思いますのでこれから

も、関わっていきたいと思います。 

 今後は、キッズキャンプに参加する予定です。またどきどきキャンプにも参加したいと思っています。学生ではない

ぶんキャンプの数は減ると思いますが、キャンピズのような素晴らしい団体をたくさんの人に知ってもらえるよう啓発

していきたいと思います！ 

6 年間の経験は私を成長させ、また人生の中での良い思い出ができました。ありがとうございます。   

今後ともよろしくお願いいたします。 
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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：2017年 7月 9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 

11：00～11：45 
いるかキャンプ 特別会議室 則包正人 

淡路キャンプ 第 1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 

Facebook https://www.facebook.com/campwith 

開局日 平日（月～金）10:00～17:00 

         発行責任者：水流寛二 

mailto:ncw1998@campwith.jp

