
 

『箕面・ザ・キャンプ』 

日程 ： 2015年 11 月 7日（土）～8（日） 

場所 ： 箕面市青少年教学の森野外活動センター 

定員 ： ＜キャンピズクラブ＞15名  

費用 : 17，０００円 

担当 ： 水流寛二 

    集合解散は阪急梅田駅 3F中央改札前 

申込締切 ：10 月 19 日（月）締切（必着） 

※詳細は、同封の「箕面・ザ・キャンプ 参加者募集」をお読み下さい。 
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９月 10日の大雨による被害は茨城県や栃木県、さらには宮城県へと広範囲な地域にわたりま

した。特に、茨城県常総市での鬼怒川の堤防決壊の様子は、連日新聞やテレビですさまじい映像

が飛び込んでまいりました。被害にあわれた地域の皆様には、心からお見舞い申し上げます。そ

ういえば、昨年の乗鞍 10泊キャンプでは、最終日に大雨で高山市内の川が氾濫し、施設から麓

に下る県道のゲートが閉鎖されようとしている中、ギリギリのところでバス通行の許可が下り

て、何事もなく無事に大阪までたどり着いたことがありました。同じく乗鞍で行う予定であった

スノーキャンプは、大雪で数十本の木が倒れ、県道をふさいだことで車の往来が不可能となり敢

えなく中止となったこともありました。そんな猛威をふるう自然をフィールドにしながら活動す

る私たちは、自然の偉大さに敬意を払いつつ、その恩恵を受け続けたいと切に願っています。 

 

続々と登場！楽しいキャンプ情報 

 お待たせいたしました。キャンプの情報です。さわやかな季節となりましたので大いに大自然

に抱かれて開放的に活動しましょう。後期のキャンプも盛りだくさんです。お気に入りのキャン

プを選んで申し込んでください。申し込み方法はそれぞれの別紙案内を参照してください。グル

ープキャンプの後期分についても継続で参加される方も申込みいただきます。また、グループキ

ャンプチャレンジは定員に余裕がありますので、後期からの新規募集も受け付けております。た

くさんのご参加お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どきどきキャンプ（宿泊） 

 

 



『純白のパウダースノーにあなた色のシュプールを！！』 

日程 ： 2015年 12 月 26日（土）～28（月） 

場所 ： 岐阜県高山市岩井町 913-13 「国立乗鞍青少年交流の家」 

定員 ： ＜キャンピズクラブ＞２０名  

費用 : ６９，０００円 

担当 ： 水流寛二 

プレキャンプ日程 ： １２月６日（日） 場所は後日参加決定者に通知します 

申込締切 ：11 月 10 日（火）締切（必着） 

※詳細は、同封の「キャンピズ・スノーキャンプ 2015 参加者募集」をお読み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏キャンプ報告 
能登１０泊キャンプ 

 場所 国立能登青少年交流の家 

 日程 2015年 8月 11日～21日 

 参加者数 22名 

 

中野 堅太（アシスタント・キャンプ・ディレクター） 

１０泊キャンプに参加してくださいましてありが 

とうございました。今年はアシスタント・キャンプ・ 

ディレクターとして参加させていただきました。 

ACD としてたくさん勉強させていただきました。 

キャンプ中は天気も良く、自然があり、時間があり、とても幸せな時間を過ごせたと思います。１０泊中のフェ

イス・ブックも更新しておりますので、ぜひご覧ください。 

 

栗岡 慎介（プログラム・ディレクター） 

皆さま、夏キャンプお疲れさまでした！能登 10泊キャンプ PD の栗岡です！(*^^*)今回のキャンプは、新し

い場所で新しいことをするということで環境もだいぶ大きく変わった場所でのキャンプでしたが、キャンパーさんは、

スタッフと共にとても毎日笑顔で過ごされていたように感じました。プログラムも皆さんが楽しそうに参加しているの

を見て、ディレクターとして安心してキャンプが出来たと思います！天候にも恵まれて、海にも入ったり、プールで

泳いだり、水族館へのお出かけもしたりと、能登の地でしかできないことがたくさん出来たと思います！移動が

大変な日もありましたが全員がまとまり、協力し合い！みんなでキャンプをしたと思えるとてもいい 10泊 11日で

した。 

いつもは長いと思う 10泊も、まだ帰りたくないという気持ちの方が強くて、もう 1日延びないかなと思うほど

楽しいキャンプでした！(^O^)。このキャンプで PD をして本当に良かったと思います！皆さんの協力でこのキャン

プが出来たと思い、感謝の気持ちでいっぱいです！本当にありがとうございました！  

 

スノーキャンプ 

 



 

木下 育美（マネジメント・ディレクター） 

能登 10泊キャンプMD をしました木下です。今回、初めての 10泊参加ということもあり、不安と緊張で

たくさんでした。10泊中は天候にも恵まれ、全てのプログラムを行うことができました。スタッフを含め、キャンパ

ーさんたちも笑顔でプログラムに参加しており、楽しめていたかと思います。10泊という長いようで短い期間でし

たが、みなさんの笑顔がたくさん見ることができ、とても良い思い出となりました。ありがとうございました。 

 

大洲キャンプ 

 場所 国立大洲青少年交流の家 

 日程 2015年 8月 29日～31日 

 参加者数 10名 

 

田中昌弘（プログラム・ディレクター） 

大洲キャンプ PD をさせていただきました、 

田中昌宏こと“たろう”と申します。大洲キャン 

プの３日間、台風の影響で天候が良くないと 

いうこともあり、カヌーのプログラムができ 

るのか、とても不安でした。スタッフ・キャンパーさんと一緒に「てるてる坊主を作ろう！」というプログラムを雨プ

ロとして行いました。その甲斐があって、２日目は何とか天候が良くなり、カヌー体験をすることができました。 

初めての PD だったので、とても緊張した２泊３日でしたが、スタッフ・キャンパーさんお互いにとって良い思い

出となったことと思います。ありがとうございました。 

 

谷口陽平（マネジメント・ディレクター） 
この度は大洲キャンプにご参加頂きましてありがとうございました。片道 6時間といった長旅でしたが、怪我な

ど無く無事終えることができてホッとしております。3日間雨でしたが、予定していたカヌー、うちわ作りなど、大

洲でしかできないプログラムをすることができ、また皆さんの笑顔を自然と見ることができ、とてもいいキャンプ活動

をすることができました。特にカヌーは、中々普段体験できない中で、マンツーマンと力を合わせ、全員がカヌーを

前に前に漕ぐことができました。3日間という短い間ではありましたが、ご参加下さいました皆様本当にありがと

うございました。                                                                                             

 

淡路ゆったりキャンプ 

場所 淡路青少年交流の家 

日程 2015年 8月 23日～28日 

参加者数 21名 

 

中西涼太（プログラム・ディレクター） 

今回、僕は初めて淡路ゆったりキャンプの 

PD をさせていただきました。緊張や不安が 

 

 



ありましたが、前に立って仕切る立場の人が 

不安がっていたら参加者も不安になってしま 

うと思い、自分らしさをだして「みんなに笑顔を！」と思いながら PD をしました。参加者のとても楽しまれている

笑顔がみれてとても嬉しく、今年も大成功でそれぞれひと夏のいい思い出ができたと思います。ありがとうございま

した！ 

 

鍵野立成（マネジメント・ディレクター） 

今回初めてのMD でどのようなことをすればいいのか戸惑うこともありましたがとてもいい経験になりました。いつ

もならマンツーマンとして 1 人のキャンパーを見ていたのですが MD で全体の動きなどを見て色々なキャンパーの楽し

む姿が見れて楽しかったです。夏休みのとてもいい思い出になりました。ありがとうございました。 

 

敦賀キャンプ 

場所 敦賀市 高雲寺 

日程 2015年 8月 23日～28日 

参加者数 17名 

 

廣澤真子（プログラム・ディレクター） 

Canp with の夏キャンプは今年で 2年目で 

したが、今年は敦賀キャンプという 2015年の 

夏キャンプの第 1弾で PD をさせてもらいまし 

た。 

同期や先輩、後輩、CD のサポートでな 

んとか乗り切ることができ、最後にはキャンパーさんとスタッフ両方から敦賀キャンプ行ってよかったと言ってもらえる

キャンプにすることが出来ました。大変なことも沢山ありましたが、とても良い経験をさせていただきました。 

 

渡辺京香（マネジメント・ディレクター） 

敦賀キャンプのMD をさせて頂き、お寺でのキャンプは初めてだったのでどんな環境で、どんなプログラムが出来

るのか分からず、キャンプを進めていくのに不安が大きかったです。ですが、PD をはじめ、周りのスタッフの方々に

支えてもらい、無事にキャンプを終えることができました。私にとっては最高のキャンプになりました。敦賀キャンプ

MD を経験できてよかったです。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

後期グループキャンプ参加者募集と継続参加についてのお知らせ 

 

間もなくグループキャンプ後期がスタート致します。グループキャンプ・チャレンジにおいては若干ですが定員に空きが

ございますので、新規参加者を募集いたします。お申し込みは事務局まで FAX またはメールにてご連絡下さい。

先着順にて受付致します。 

また前期グループキャンプにご参加下さった皆様は、後期グループキャンプの継続手続きを行って下さい。手続き

方法は下記を参照下さい。 

 

【後期グループキャンプ日程】 

グループキャンプチャレンジ（担当：畠中稔生） …12/19-20 1/23-24 2/20-21 3/19-20 

グループキャンプゆったり（担当：西川正人） …12/12-13 1/16-17 2/13-14 3/12-13 

 

継続手続き詳細 

 

①同封の振込用紙にて参加費を納入して下さい。納入確認をもって継続手続き完了となります。 

 

グループキャンプチャレンジ  

…お振込み金額は参加回数×1７000円です。（全参加 1７000円×4＝68000） 

 

 グループキャンプゆったり   

…お振込み金額は参加回数×1７000円です。（全参加 1７000円×4＝68000） 

 

 ※振込用紙には【住所・氏名・電話番号・会員番号・参加日・金額】をご記入下さい。 

※手渡し、書留等での送付によるお支払いは一切受け付けておりませんのでご了承くださいませ。 

※申し訳ございませんが手数料のご負担をお願いします。 

※お控えの保管を徹底して下さいますようお願いします。 

 

②納入締め切りは 10月 19日（月）とさせて頂きます。 

 ※期限を過ぎますとご参加頂けない場合もございますので、お早目の納入をお願いします。 

 

③原則として後期の継続をお願いします。 

 参加費の納入は前期・後期に分かれておりますが、グループキャンプは年間を通じてのプログラムです。止むを得

ない事情を除きましては後期のキャンプへも継続してご参加下さい。 

 

 

 
  



ＣａｍｐＷｉｔｈ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ  

キャンピズ事務局 

〒540-0012 

大阪市中央区谷町２丁目２－２０ ２F 

  市民活動スクエア CANVAS谷町 

TEL/FAX：06-7657-5001 

E-MAIL：ncw1998@campwith.jp 

開局日：月・火・水・木・金（10：00~17：00） 

発行責任者：水流寛二  

 

～キャンピズの今後の予定～ 

１０月 

１０～１１日 グループキャンプゆったり 

１７～１８日 ちょっと大人のキャンプ 

２４日    どきどきＤＡＹキャンプ 

２４～２５日 甲山どきどきキャンプ 

３１～１１月１日 グループキャンプチャレンジ 

１１月 

７～８日   キッズ・キャンプ 

７～８日   箕面どきどきキャンプ 

１４～１５日 グループキャンプゆったり 

２８～２９日 グループキャンプチャレンジ 

１２月 

５～６日    キッズ・キャンプ 

６日     スノー・プレキャンプ（説明会） 

１２～１３日 グループキャンプゆったり 

１９～２０日 グループキャンプチャレンジ 

２６～２８日 スノーキャンプ 

 昨年度末をもって、長年キャンピズを中心的に支え

てくださった福井玲さんと松尾浩樹さんが理事を退任

されました。福井さんはキャンピズの立ち上げに際し、

キャンプ理論はもちろん、技術も含め多くの若きリー

ダーたちにそのノウハウを伝授してくださいました。

また、特定非営利活動法人化に向けて、法人の根幹とな

る定款の作成から、登記のための書類作成並びに手続

きも含めてご尽力いただきました。松尾さんはキャン

プディレクターとして、また、キャンピズの運営が適正

に進むよう資金管理や将来構想など惜しみないエネル

ギーを注いでくださいました。これまでの労と功績に

心から感謝の思いをお伝えさせていただきます。 

 そして、今後とも何卒よろしくお願いします。 

 代表理事 水流寛二 

理事がかわりました！ 

今年度は理事改選の年度にあたります。 

これまで長年にわたりキャンピズの理事とし

て法人の運営やキャンプディレクターとして関

わってくださった 2 名が退任し、新たに 4 名の

理事が就任いたします。7名の理事は留任いたし

ます。 

 

（退任） 福井玲  松尾浩樹 

（新任） 新井純一 梅田純平 

 福山正和 畠中稔生 

 

体制は以下の通りです。 

代表理事    水流寛二  （留任） 

副代表理事   則包正人  （留任） 

理事      阪田昌三  （留任） 

理事      金田喜弘  （留任） 

理事      竹内靖子  （留任） 

理事      入江田隆弘 （留任） 

理事（事務局長） 西川正人  （留任） 

理事      新井純一  （新任） 

理事      梅田純平  （新任） 

理事      福山正和  （新任） 

理事      畠中稔生  （新任） 


