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第 57号 （2016/02） 

いざ！2016 年もキャンプが盛りだくさん‼ 

私たちは、長年にわたり障害がある人（以下、キャンパー）たちとキャンプを続けてきました。キャンパーの

余暇支援、家族のレスパイト、若い学生たちの学びの機会、社会への情報発信など様々な役割を果たしてまいり

ました。しかし、これまでの事業は常にキャンパーを参加者として迎え入れることに終始していたように思いま

す。そこで、これまでの発想を大きく転換した事業として、キャンピズ企業研修事業を検討しようと考えていま

す。これは、これまで参加者として受け入れていたキャンパーを、研修のメインスタッフとして迎え入れ、企業

研修の研修提供者となってもらうものです。キャンパーが研修における人材であるという考え方です。このこと

によって、キャンパーにはキャンプに参加することで研修提供者としての報酬を得ることが可能となります。 

ただし、企業がこのような研修スタイルに興味を示すかどうか、さらには、キャンパーの方々に賛同いただき、

企業研修の人材として参画して頂けるかどうかなど、課題は山積しております。これから企業に提案できるだけ

の詳細な企画書作りをしていかなければなりません。「この子らを世の光に」を遺した糸賀一雄は、それまでの、

知的に障害がある子どもたちに光を当てるという考え方から、障害がある子どもたちが世の中を照らす光である

としました。キャンピズも、この思想を大切に活動を続けていきたいと考えています。企画が完成し、研修を希

望する企業が現れた折には、ぜひともキャンパーの皆さんにご参画いただきますよう、お願い致します。 

特定非営利活動法人 キャンピズ 代表理事 水流寛二 

 2016 年度 キャンピズ年間予定  

・キッズキャンプ（本紙 P.2 および別紙参照） 

・グループキャンプ・チャレンジ（本紙 P.3 および別紙参照） 

・グループキャンプ・ゆったり （本紙 P.3 および別紙参照） 

  ・シニアキャンプ（6 月 4 日～5 日：信太山青少年野外活動センター） 

  ・イルカキャンプ（8 月 1 日～4 日：和歌山県・潮岬青少年の家） 

・10 泊キャンプ（8 月 7 日～17 日：鹿児島県・大隅青少年自然の家） 

・淡路ゆったりキャンプ（8 月 23 日～28 日：兵庫県・淡路青少年交流の家） 

・ちょっと大人のキャンプ（10 月 8 日～9 日：兵庫県・しあわせの村） 
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5 歳～小学校 3 年生まで（推奨年齢）の主に発達に課題を抱えている子どもたちを

対象にキャンプを実施します。さまざまなフィールドでの楽しいキャンプ活動や遊び

を通して子どもの仲間づくり、社会性など成長を促します。また、参加者のご家族を

対象に、さらに発達に課題を抱えている子どもの遊びと成長に関心をもつ教員、学童

保育指導員、子ども会指導者をはじめ、地域で活動している方やあるいは興味・関心

を持つ方を対象に、専門家による講座も開催します。 

 

① キャンプの目的：様々なフィールドでの楽しいキャンプ活動経験を通し、こども

同士が互いに助け合うことを覚え、こどもの社会性などの成長

を促す。 

＜活動内容＞ 

主に、発達に課題を抱えている 5 歳～小学校低学年のこどもを対象に、季節に応じた楽しいプログラ

ムを通して子ども同士がお互いに助け合う気持ちを育み、社会性などの成長を促します。 

 

＜募集対象＞ 

クラブ会員の方 15名 

＜日程＞      ＜活動場所＞ 

① ６月 18日（土）～6月 19日（日）  大阪市立信太山青少年野外活動センター 

初夏を楽しむキャンプ（竹細工をしよう！）  ＜集合解散場所＞ 

② 10月 22日（土）～23日（日）   JR天王寺駅 中央改札前 

ハロウィンキャンプ    ＜参加費＞ 

③ 11月 26日（土）～11月 27日（日）  こども 54,000円（全 3回参加費+年会費） 

秋を楽しむキャンプ        ご家族・保護者 15,000円（全 3回参加費） 

※5月 28日（土）にキャンプ事前説明会を行います。 ＜担当者＞  

  場所：大阪南 YMCA（14：00～16：00）  竹内靖子 

    

    

   

  畠中稔生 

 

 

 

  

キッズキャンプ 

 

キッズキャンプとは 
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＜活動内容＞ 

週末の余暇をゆったりと野外ですごし、日常生活を元気に過ごすきっかけとなるキャンプを行い

ます。基本的に成年期を対象としたプログラム構成となっております。 

 

＜募集対象＞ 

クラブ会員の方 20名 

＜日程＞      ＜活動場所＞ 

① 5月 21日（土）～22日（日）   大阪市立信太山青少年野外活動センター 

② 6月 18日（土）～19日（日）   ＜集合解散場所＞ 

③ 10月 1日（土）～2日（日）   JR天王寺駅 中央改札前 

④ 11月 5日（土）～6日（日）   ＜参加費＞ 

⑤ 12月 3日（土）～4日（日）   各回 17,000円 

⑥ 2017年 1月 14日（土）～15日（日）  ＜担当者＞ 

⑦ 2017年 2月 4日（土）～5日（日）  西川正人 

⑧ 2017年 3月・・旅行を計画中   

 

＜活動内容＞ 

“成功体験”をテーマに、野外活動でしかできない様々な体験プログラムを実施します。基本的

に学齢期を対象としたプログラム構成となっております。 

 

＜募集対象＞ 

クラブ会員の方 10名 

＜日程＞      ＜活動場所＞ 

① 5月 14日（土）～15日（日）          大阪市立信太山青少年野外活動センター 

② 6月 4日（土）～5日（日）           ＜集合解散場所＞ 

③ 9月 24日（土）～25日（日）          JR天王寺駅 中央改札前 

④ 10月 29日（土）～30日（日）          ＜参加費＞ 

⑤ 11月 26日（土）～27日（日）          各回 17,000円 

⑥ 2017年 1月 14日（土）～14日（日）       ＜担当者＞ 

⑦ 2017年 2月 18日（土）～19日（日）       畠中稔生 

⑧ 2017年 3月 12日（土）～13日（日） 

⑨ 2016年 3月 19日（土）～20日（日）   

  

グループキャンプ・ゆったり 

 

グループキャンプ・チャレンジ 
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グループキャンプとは、年間を通して全 8 回、同じ場所、同じメンバーで行うキャ

ンプです。環境を一定に保ち、継続的に活動行うことで、参加するメンバーひとりひ

とりの能力を発揮しやすくし、キャンプという非日常の体験を、日常生活に活かして

いただくことを目的としております。ゲームやアスレチックといったレクリエーショ

ン活動や、野外自炊、キャンプファイヤーといった自然体験など、さまざまな野外活

動プログラムを予定しております。 

グループキャンプに参加していただくことで、少人数でのグループ生活や自然体験

といったキャンプ生活そのものが習慣化し、日常における外出や友人関係などに良い

効果が得られます。また、学生ボランティアとの関係もでき、ほかのキャンピズキャ

ンプにも安心してご参加頂けます。 

グループキャンプでは、やむを得ない場合を除き、全日程 8 回すべてのキャンプに

参加して頂くことを原則としております。また、ご参加日程の確認、参加費の納入は、

前後期の 2回に分けてご案内させて頂きます。 

 

今年度のグループキャンプは、余暇を活用してのんびり過ごす「ゆったり」と、学

齢期を中心としていろんなことに取り組む「チャレンジ」を用意しております。 

 

 

  

キャンプ申込要項    

 

申込方法：同封の各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(宛先は封筒前面もしくは、申込書をご覧下さい。) 

申込締切：各申込案内にあります。  

  ※定員を超えた時は抽選を行いますので、ご了承ください。 

 

  申し込みの流れ 

①同封の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。 

グループキャンプとは 
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2015 年度のキャンプを担当した学生のディレクターがコメントを寄せてくれました。それぞれの想いをあり

のままに紹介いたします。 

 

 

 

 

  

グループキャンプ・チャレンジ 

この一年間ＰＤとして活動させていただきとてもすばらしい経験をいただいたと感じています。人の

前に出て発言をしたり物事の進行であったり自分の中で新しいことばかりでした。このグループキャン

プ・チャレンジは全員が新しいことにチャレンジすることを目標に活動してきてキャンパー、スタッフの

様々なチャレンジを見ることができ自分自身も色んなチャレンジをこのキャンプで経験することができ

本当に良かったです。 

プログラムディレクター  井筒正基（かんとく） 

グループキャンプ・チャレンジのマネジメントディレクターをさせて頂きました常川です。チャレンジ

では、みんなが待ち遠しくなるキャンプを目標に 1年間やってきました。 

餅つきやその他の野外でのプログラム等、チャレンジらしくキャンプを行う中で、参加者の皆さん同

士の関わりや新しい発見を知ることが出来ました。バタバタすることも多く、皆さんにはご迷惑をおか

けしましたが、暖かく見守っていただき、ありがとうございました。 

マネジメン トデ ィレクター  常川純加（つねちゃん） 

キャンピズ・コラム vol.2 

キッズキャンプ 

グループキャンプキッズは今年度から新たにスタートしたキャンプです。季節に合わせ、子どもたち

が自然と多く触れ合えるようなプログラムを考え、行ってきました。夏は竹で器をつくりそうめんを食

べたり、秋はドキドキしながら夜道を歩きハロウィンパーティーを行いました。可愛い子どもたちや保

護者の方、スタッフの仲間といいスタートが切れたと思います。今後もスタッフとキャンパーさんがとも

に楽しみながら各々のステップアップにつながるキャンプになって欲しいと思います。一年間ありがと

うございました。 

プログラムディレクター  今井幸樹（くまもん） 

親御さんとの参加ということもあり、家族に見せる顔キャンプの仲間に見せる顔子どもたちのさまざ

まな顔が見られました。親御さんからも「普段家ではみられなかったことが見られ、成長を感じること

が出来ました。」という言葉もいただきました。このような言葉を直接いただけるのも、親子での参加と

いう今までになかった形を取り入れたからでありとても良い経験になりました。年間 3回と少ない期間

のキャンプでしたがありがとうございました。来年度からもよろしくお願いします。 

マネジメン トデ ィレクター  水井広起（ヒロ） 
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グループキャンプ・ゆったり 

僕は一年間グループキャンプゆったりの PD として活動させてもらいました。 

僕たちディレクターは「食」ということをテーマに一年間活動を行い参加者全員が何事に対しても

受動的から自発的へ行動ができるよう目標にキャンプ活動に励んできました。 

一年たってみての感想としては、参加者が少し去年と比べると自発的にプログラムなどに励むよ

うになったのではないかと最近のキャンプを見て思います。 

ディレクターの僕たちが指示をしなくても、自ら次に何をするか考え行動しプログラムに励んでい

る様子が見られます。 

今このような状況なので、目標をたて活動することによって参加者全員がもっと成長するのでは

ないかと思うと、来年からのキャンプも楽しみです。 

プログラムディレクター  竹内景哉（けいや） 

年間 8 回のグループキャンプで今回は(食)というテーマに絞ってプログラムを構成させていただ

き、自炊ではカレー作りを毎回行い 7 月の七夕のプログラムで、『ラーメンが食べたい』や『お祭りの

屋台をしたい』というみなさんの意見を聞くことができてプログラムを僕たちディレクターだけでなく、

みんなで考えることができ、楽しく美味しく食べることが出来た今年度のゆったりキャンプになったと

感じています。 

1年間本当にありがとうございました。 

マネジメン トデ ィレクター  中嶋庸介（ようすけ） 

スノーキャンプ 

こんにちは、今回スノーキャンプＰＤをやらしてもらった國木雄文です。 

去年のスノーキャンプは、大雪で中止になりましたが、今回のスノーキャンプは、雪がないのでは

ないかという不安がありました。しかし 1日目の夜に雪が降り、なんとか 2日目のスキーや 3日目の

雪上運動会などの雪のプログラムを行うことができました。 

初めてＰＤをやらしてもらって僕自身いい経験になりました。ありがとうございました。 

プログラムディレクター  國木雄文（くにき） 

スノーキャンプというキャンピズの中で唯一雪に触れる 

ことのできるキャンプで MDをさせていただきありがとうご 

ざいました。スノーキャンプは初めてでいつもと違う環境 

の中とても戸惑うところがたくさんあり大変なこともあり 

ましたがとてもいい経験になりました。ディレクターとし 

ては 2回目でまだまだでしたがみなさんの笑顔が見れたの 

でとても楽しくさせてもらいました。ありがとうございま 

した。 

マネジメン トデ ィレクター  鍵野立成（りゅうちゃん） 
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インフォメーション 

 たくさんの方にキャンピズの活動を知ってもらう機会です。これまでのキャンピズの楽しいキャンプの

様子について紹介していきます。キャンピズの活動に参加して頂いているキャンパーとボランティア学生

との交流会も企画しています。 

日程：2016年 5月 29日（日） 
※実施会場、時間などの詳細は後日、参加決定通知者の送付時に同封させていただきます。 

キャンピズフォーラム 

キャンピズ新規事業計画 

 巻頭言に書きましたキャンピズの新たな事業検討に加え、以前から課題となっていた福祉事業参

入を実行に移していく準備を整えたいと考えています。まずは、どのような事業に参入するかです

が、キャンピズが現在行っている活動に結び付きやすい「放課後等児童デイサービス」事業を検討し

ています。ただ、もうすでに飽和状態となっている地域もあると聞いています。そこで、現在情報収集

を行いながら、事業を進めていくことのできる地域のリサーチに入りました。つきましては、会員のみ

なさまの中で、候補となる地域やふさわしい物件などの情報をお寄せいただければ幸いです。また、

キャンピズの運営に関するご意見など、なんでも結構です。皆様のご連絡をお待ちしております。 

企業ボランティア受け入れ 

 大日本住友製薬株式会社の社会貢献活動の一環として、同社 4名の社員を 1月のグループキ

ャンプ・ゆったりで受け入れさせていただきました。 

  初めての障害のある方と関わるという方ばかりで、学生とも大きく年齢も離れており、関わり合い

が難しいのではないかと不安視する声もありましたが、参加された 4 名の方全員が、積極的にキャ

ンパー、学生と関わって下さいました。当日のスケジュールは自炊ということで、火起こしや調理な

どにも一緒に参加し、全身炭と煙にまみれながら奮闘され、当初の予定よりも 2 時間も過ぎておりま

したが、片付けが終るまでお付き合い頂き、当初不安視していた学生も本当に助かった、良かった

との声があがりました。 

  参加された 4名の方からも、この様な機会を提供頂き非常に充実した 1日になったとの感想も頂

きました。社会啓発の一環としてこういった機会を今後も提供していきたいと思います。 
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〈単発キャンプ〉 

キャンプ開始前の 3週間前まで 不要 

キャンプ開始前の 2週間前まで 参加費の 30％ 

キャンプ開始前の 1週間前まで 参加費の 50％ 

キャンプ開始前の前日まで 参加費の 80％ 

キャンプ開始当日 参加費の 100％ 

※各キャンプの日程で、上記の基準を参照ください。 

〈グループキャンプ〉 

原則としてキャンセル時の返金はありません。 

※ただし、やむを得ない事情で 1か月以上前に 

ご連絡があったときは、キャンプの担当である 

CD（キャンプディレクター）が相談に応じます。 

 

 

 

 

 

 

 

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、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！ 

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 

HP http://campwith.jp/ 

開局日 月曜～金曜（10：00～17：00） 

発行責任者：水流寛二 

キャンプ参加費キャンセル料につ

いて 


