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『世界に一つの MY CUPNOODLE!!!』 

日程 ： 2017年 11月 11日（土） 

場所 ：大阪府池田市満寿美町 8-25 「カップヌードルミュージアム大阪池田」 

定員 ： ＜キャンピズクラブ＞15名 

費用 : 7000円 

担当 ： 阪田 昌三 

     

申込締切 ：10月 18日（水）締切（必着） 

※詳細は、同封の「どきどきキャンプ 参加者募集」をお読み下さい。 

 

 

 

日程 ： 2017年 12月 23日（土）～26（火） 

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 : 75000円 

担当 ： 水流寛二 

プレキャンプ日程 ： 12月 2日（土）14：00～ 場所：大阪南 YMCA 

申込締切 ：11月 10日（水）締切（必着） 

※詳細は、同封の「キャンピズ・スノーキャンプ 2017 参加者募集」をお読み下さい。 

 

 

キャンピズ NEWS 

第 62 号（2017/9/22） 
 

 

 夏のキャンプが終わったとたん秋風を肌に感じるようになりました。気候も過ごしやすくなり外にお出かけ

したくなってきました。そんな時にキャンプはいかがですか？私は秋のキャンプがスタートするのを今か今か

と待ちわびています！2017年も後半となりましたがこれからも楽しいキャンプをたくさん企画しています。  

詳細、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。 

特定非営利活動法人キャンピズ 事務局 水井広起 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どきどきキャンプ（日帰り） 

 

スノーキャンプ 

 

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 
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夏キャンプ報告 

イルカキャンプ 

 場所 和歌山県立潮岬青少年の家 

 日程 2017年 8月 1日～4日 

 参加者数 7名 

 

盛島 遼佳（プログラム・ディレクター） 

こんにちは、いるかキャンプのプログラムディレクターを務めました盛島です。今年度も昨年と

同様ドルフィンスイムなど、いるかキャンプならではのプログラムを行い、キャンパーさん、スタ

ッフみんなでいるかキャンプを楽しむことができたと思います。今年は天候がすぐれず 3 日目の

ドルフィンスイムは中止になってしまいましたが、串本海中公園や潮岬の自然を観光し充実した３

泊４日間を過ごすことができました。ありがとうございました。 

 

 

檜 さゆり（マネジメント・ディレクター） 

みなさんこんにちは。夏キャンプのイルカキャンプ MD を務めさせていただいた檜さゆりです。 

今年のイルカキャンプは、他の夏キャンプとはまた違った少人数ならではのゆったりとしたアット

ホームなキャンプが作れたと思います。天候の関係でプログラムが大幅に変更した点もありました

が、キャンパーさん、スタッフのみんなが笑顔で楽しんでくれていて良かったなあと思いました！

あと、私自身夏キャンプのディレクターを務めさせていただくのは初めてだったのですが、学生生

活最後の夏キャンプでいい経験をさせてもらいキャンピズでの思い出がまた 1 つ出来ました。あ

りがとうございました！ 

 

 

能登 10泊キャンプ 

 場所 国立能登青少年交流の家 

 日程 2017年 8月 12日～22日 

 参加者数 19名 

 

國木 雄文（プログラム・ディレクター） 

10 泊キャンプのプログラムディレクターをさせて頂いた國木雄文です。10 泊キャンプでは、

キャンパーさんの 1 泊 2 日では見れない一面を見ることができ、私自身とてもいい経験ができま

した。さらにプログラムでの観光やクラフトで作ったマイ箸やマイスプーンを私は家で使ってお

り、自分で作ったというのもあるのかすごく愛着があります。みなさんは 10 泊キャンプで作っ

た物をどうしていますか？たまに使ったり見たりして 10 泊キャンプを思い出してもらうと嬉し

く思います。もうすでに使って頂いているのなら私はとても嬉しいです。ありがとうございまし

た。 
 

吉田 翼沙（マネジメント・ディレクター） 

10 泊キャンプのマネジメントディレクターをさせて頂いた吉田翼沙です。 

天気にも恵まれ、プログラムを一つも変更することなく行うことができました。たくさんのプロ



3 

 

グラムやお風呂、食事等を 10 泊間共にし、関わることで、今まで以上の関係を築きあげられた

のではないかと感じます。終わりに近づくにつれ、帰りたくない、まだみんなとこうしていたい

と感じるようにもなっていました。 

毎日たくさんの笑顔に触れ、美味しいご飯をみんなで食べることができ本当に幸せでした。キ

ャンパーさんとスタッフみんなで作り上げた 10 泊キャンプは最高の思い出です！ 

10 泊プログラムで作ったアルバム共にまた能登キャンプを振り返って頂けたらと思います。 

 

 

淡路ゆったりキャンプ 

場所 国立淡路青少年交流の家 

日程 2017年 8月 23日～28日 

参加者数 22名 

 

中西 涼太（プログラム・ディレクター） 

今回、淡路キャンプの PD をさしてもらった中西涼太です。あっと言う間に５泊 6 日が過ぎて

しまいました。とても寂しいです。淡路キャンプが始まる前から僕を含め、スタッフ一同楽しみ

にしていたので、一緒になってキャンパーさんが楽しんでくれている姿を見ることができ、とて

も嬉しかったです。 

私が一番楽しかったキャンプでの思い出は、みんなで海に入っているときです。いろんな人と

水をかけあったり、一緒に泳いだり、砂浜でビーチフラッグをして競い合ったり僕自身も凄く楽

しかったです！ 

今回も大きな怪我もなく、キャンプが無事成功してよかったと思っています。来年は更にパワ

ーアップして今年よりも、もっと楽しい淡路キャンプにしていきたいと思っているので、来年も

たくさんの参加お待ちしております!! 

ありがとうございました。 

 

川上 紗季（マネジメント・ディレクター） 

みなさんこんにちは！淡路キャンプの MD をさせていただきました４回生の川上紗季（さきぴす）

です。 

今年の淡路キャンプは私にとって学生最後の夏キャンプでした。5 泊 6 日間、毎日青い空と海に囲

まれ、海での活動・その他のプログラム活動の中で、みなさんの楽しそうな声と笑顔がとてもキラ

キラと輝く姿を見ると、すごく嬉しく、私も自然と笑顔になっていました！ 

淡路最後の夜、みなさんとキャンピズのテーマソングの虹を歌いながら「今日が最後かぁ」と思う

と、もっとみなさんと淡路で過ごしていたい気持ちでいっぱいになりました。 

学生最後の夏休み、淡路キャンプの MD をすることができて、みなさんとたくさんの楽しい思い出

と写真を撮ることができて、とても幸せでした！何より、みなさん怪我なく、無事に淡路キャンプ

を終えることができてよかったです！ 

5 泊６日間本当にありがとうございました。 
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夏の思い出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年の夏キャンプも 

お待ちしております！！ 

カッター 

ボート！！ 
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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 

１２月より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、グループ

キャンプゆったりともに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：信達和典） …12/2-3 1/20-21 2/17-18 3/17-18 

グループキャンプゆったり（担当：西川正人） …12/16-17 1/27-28 2/24-55 3月未定 

 

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） 

 ※グループキャンプゆったりは 3月に旅行を予定しております。追加で料金が必要な場合は追っ

て連絡させていただきます。 

 ※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 11月 1日（水）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。 

 

 

 

 

 

ゆ                       チ 

野っ                      野ャ 

外た                      外レ 

レり                      炊ン 

 ク                       飯ジ 
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Facebook page 

https://www.facebook.com/withashiya2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィズ芦屋だより 

ウィズ芦屋が６月にオープしてから３か月が

過ぎました。 

見学や体験をされる方が毎週来られて、周囲へ

の発信は徐々に浸透しつつあります。 

メンバーさんも少しずつですが増えて、事業所

は楽しい雰囲気の中で仕事をしています。仕事は

有名菓子の箱折り作業が中心ですが、ＤＭの発送

作業も行っています。 

キャンピズニュースやキャンプの案内もウィ

ズ芦屋で封入作業として取り組んで、会員の皆さ

んへ発送しています。 

会員の方やお知り合いの方で見学を希望され

る方がおられましたら、ぜひお声掛けよろしくお

願いします。   ウィズ芦屋 阪田昌三 

キャンピズがスペシャルニーズキャンプネットワーク（SNCN）のホームページに団体紹介に

掲載されました。 

スペシャルニーズ・キャンプ（SNC）とは、さまざまな障がいや疾患、または経済的な問題や

家庭の問題などにより、必要となる特別な配慮や支援のことをスペシャル・ニーズと呼びま

す。Life Changing Experience（とっておきの体験）としてのキャンプをスペシャル・ニー

ズのある人たちにも。それがスペシャルニーズ・キャンプ（SNC）です。（HP から引用） 

 

INFORMATION 
 

SNCN フォーラム開催！ 

日程：2017年 11月 11 日（土）～12日（日） 

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター  

（受付：12：15より センター棟 309） 

 さまざまなスペシャルニーズ・キャンプ（SNC）と出会うことができ、

こんなキャンプ情報や実践例などまた、多くの人と横のつながりが持て

る機会です。キャンピズも事例報告をします！！ 

 

スペシャル・ニーズ・キャンプ・ネットワーク（SNCN） 

HOMEPAGE  

http://sn-camp-net.wixsite.com/sn-camp-net 

Facebook 

https://www.facebook.com/SNCN2016/ 

 


