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第 63号 （2018/03） 

キャンピズ 20 年目も Camping for all を掲げて！！ 

強風が激しく襲いかかる中、果敢にも一直線に滑り降り大空を舞うスキージャンプ、断崖の氷壁を恐れもせず

滑りあがり、しなやかに宙を舞うスノーボードハーフパイプ、どの競技も見る者を鼓舞させてくれる冬季オリン

ピックが平昌で始まりました。政治的な色合いがちらつきますが、ここは、選手の競技にかけるひたむきな姿に

心から喝采をおくりたいと思います。 

さて、キャンピズの今年度の活動もようやく一段落を迎えようとしています。キャンプに参加していただいた

方々、キャンプを支えてくれた学生の皆さん、そして今年度は、障害者就労支援 B 型の事業所「ウィズ芦屋」が

6月にオープンし、大阪市平野区では「みんな食堂ネットワーク」事業を受託するなど、多くの方に参画いただ

きました。それぞれの活動の中におけるたくさんの感情の躍動は、オリンピアンに負けないエネルギーが溢れて

いるなと考えていると、中島みゆきの「地上の星」の歌詞が頭に浮かんできました。私たちの身近には、たくさ

んの星が輝いているのですね。その星は、生命という自らのエネルギーを惜しげもなく輝かせているのです。2018

年度も、たくさんの星が輝くような活動を行っていきます。ご期待ください。 

特定非営利活動法人 キャンピズ 代表理事 水流寛二 

 

・グループキャンプ・チャレンジ（本紙 P.2および別紙参照） 

・グループキャンプ・ゆったり （本紙 P.2および別紙参照） 

・キッズキャンプ（本紙 P.3および別紙参照） 

  ・ユニバーサルキャンプ（6 月 3日～4日：信太山青少年野外活動センター） 

・10 泊キャンプ（8月 7日～17日：高知県・室戸青少年自然の家） 

・淡路ゆったりキャンプ（8 月 19日～24 日：兵庫県・淡路青少年交流の家） 

・秋の温泉ツアー（9月 29 日～30日：奈良県・吉野） 

・スノーキャンプ（12 月 25日～28日：岐阜県・乗鞍青少年交流の家） 

※この他にも、どきどきプロジェクト（デイキャンプ・1泊キャンプ）を予定しています。

詳細は後日ご案内いたします。 

2018 年度キャンピズ年間予定 

 

キャンピズ 
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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 6月 9日（土）～10日（日）   大阪市立信太山青少年野外活動センター 

② 7月 7日（土）～8日（日）   ＜集合解散場所＞ 

③ 10月 6日（土）～7日（日）   JR天王寺駅 中央改札前 

④ 11月 3日（土）～4日（日）   ＜参加費＞ 

⑤ 12月 1日（土）～2日（日）   各回 18,000円 

⑥ 2019年 1月 19日（土）～20日（日）  ＜担当者＞ 

⑦ 2019年 2月 2日（土）～3日（日）  西川正人 

⑧ 2019年 3月 2日（土）～3日（日）   

 

＜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 19日（土）～20日（日）   大阪市立信太山青少年野外活動センター 

② 6月 16日（土）～17日（日）   ＜集合解散場所＞ 

③ 10月 20日（土）～21日（日）   JR天王寺駅 中央改札前 

④ 11月 17日（土）～18日（日）   ＜参加費＞ 

⑤ 12月 15日（土）～16日（日）   各回 18,000円 

⑥ 2019年 1月 19日（土）～20日（日）  ＜担当者＞ 

⑦ 2019年 2月 16日（土）～17日（日）  信達和典 

⑧ 2019年 3月 9日（土）～10日（日）   

 

 

 

 

 

  

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 

 

http://01.gatag.net/page/311/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY のライセンスを許諾されています 

＜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 9日（土）～6月 10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 27日（土）～28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 24日（土）～11月 25日（日）  こども １泊 17,000円+年会費（3,000円） 

秋を楽しむキャンプ        ご家族（保護者）１泊 5,000円（年会費なし） 

※5月 26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。 

～祝！キャンピズ 20周年～ 

http://free-illustrations.gatag.net/2013/08/23/130000.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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2017 年度スノーキャンプディレクターを担当しました学生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。  

キャンピズ・コラム  

スノーキャンププログラムディレクター 

2017 年度スノーキャンプのプログラムディレクターを務めさせていただきました、金本直也こと「かね

やん」です。私は過去に 2 回、スノーキャンプにスタッフとして参加しており、今回全体を引っ張ってい

く立場でキャンパーさんやスタッフと多く関わることができました。今回のスノーキャンプでは雪に恵ま

れ例年よりも長い時間、雪遊びやスキーをすることができました。キャンパーさんもスタッフも楽しく 3

泊 4 日楽しんでいただけたのではないかと思います。私自身もディレクターとしての学びを深め、また１

つ成長することができたキャンプとなりました。ありがとうございました。 

2018 年度のスノーキャンプもみなさまのご参加をお待ちしております。 

 

                          金本直也（かねやん） 

スノーキャンプマネジメントディレクター 

スノーキャンプのマネージメントディレクターをさせていただきました 2 回生の堂田ゆきです。 

今年は去年よりも雪が多く、スキー、雪遊びを楽しんでいただけたかなと思います。また、クリスマスが

被っていてみんなで楽しく過ごすことができたと思います。数名、体調を崩したりしましたが特に大きな怪

我や病気もなく無事に終えたこと、嬉しく思っています。ディレクターを初めてさせていただいたのですが、

スタッフが少ない中、たくさんの不安や心配などあったのですが、キャンプ中のスタッフやキャンパーさん

の楽しそうな表情を見ると私も楽しめ、不安や心配などなくなり、ディレクターをしてよかったなと思えま

した。2017 年最後、すごく良い思い出ができ、私にとって良い締めくくりとなりました。また来年、楽し

みにしています。ありがとうございました。 

 

 堂田ゆき（せいら）              

２０１７年 

スノーキャンプのなかま 
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就労継続支援 B型事業所 

ウィズ芦屋 

 

  

ウィズ芦屋は兵庫県の指定を受けて 2017年 6月 1日にスタ

ートしました。あれから 10か月が過ぎ、オープン当初のメン

バーさんは 1名でしたが、3月現在 12名に増えました。事業

所の雰囲気は一気ににぎやかになり、笑顔と笑い声が絶えない

日々を過ごしています。 

フロアは就労継続 B型事業所っぽくないをコンセプトに白を

基調としたきれいな空間でまるでオフィスのような感じです。 

最近では会社によく設置されているバリスタもウィズ芦屋に

置いています。休憩時間にメンバーさんやスタッフがほっと一

息つくのに最適です。 

 

日々の活動は作業中心で、有名お菓子の箱詰め梱包作業をし

ています。作業と言っても 1日１０００個を仕上げるほどの生

産体制とみんなで一緒に汗をかきながら仕事に携わっていま

す。一人ひとりにあった作業内容があるように工程を細分化す

ることで、得意な作業を取り組んでもらいます。 

２月に入ってお菓子の作業と言うこともあり、衛生面やメリ

ハリをつけるためにユニホームを導入しました。 

ユニホームを着ることで仕事スイッチが切り替わり、メンバ

ーさんのモチベーションも上がることにつながりました。 

 

一年目ということでレクリエ

ーションは実施できていません

が、地域のイベントで毎年１２月

にケーキの街芦屋の会はアンリ

シャルパンティさんが芦屋にあ

るケーキ屋さんと協力して高齢

者施設、障害児者施設へ毎年ケー

キを贈呈してくださっているも

のです。贈呈は市長さんからして

メンバーさんに贈呈してくださ

りました。 
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平野区役所みんな食堂ネットワーク 

拠点事業 事業受託者 

特定非営利活動法人 キャンピズ 

（所在地）もと平野青少年会館 

平野区平野市町 3-2-12 

（℡・fax） 06－6648－8384 

（Mail） minna@campwith.jp 

 

 

  

『みんな食堂』について学び 

みんなの力で平野区を盛り上げよう!! 

http://campwith.jp/hirano/  

情報をどんどん載せていきます。

ぜひご覧ください！ 

平野区みんな食堂まつり 
11 月 5 日（日） 

会場 平野区在宅サービスセンター 

2017 年 6 月から、平野区役所から委託を受けて活動を始めた「平野みんな食堂

ネットワーク」です。「子どもの居場所」の開設・運営の相談や、運営者間のネッ

トワークづくり、イベントの開催や情報提供を行っています。 

 

こどもの居場所活動の理解を深め、各運営団体の活動内容等の報告・情報

交換を目的に、平野区在宅サービスセンターにて実施し、80 名を超える多く

の方々にご参加いただきました。 

桂福丸さんの古典落語『ふぐ鍋』と大阪の食文化についての楽しい話と、

うどんをすする仕草や芋を食べる仕草など、扇子と手ぬぐいを使った落語の

中の『食』を体験しました。 

パネルディスカッションでは、こども食堂に取り組む 4 人の方をパネラー

に迎え、こどもだけではなく高齢者をはじめ地域の方の居場所となっている

様子や、取り組んでいて嬉しかったことなどをお話しいただきました。和や

かな雰囲気はその後の茶話会での情報交換もより楽しいものとなりました。 

また会場では、平野区で現在取り組まれているこども食堂や居場所 

などの活動紹介展と、大学生ボランティアとおもちゃ芸人しげさんに 

よる子ども遊び・手作り工作コーナー、東住吉高校のボランティア活 

動紹介と被災地支援活動コーナーを設けました。 

 ≪こどもの居場所指導者・ボランティア 養成講座≫ 

子どもと楽しめるリーダーを求めて、手作り遊びと料理作りの楽しみ方入門講座を開催しました。 

10 月 21 日（土）第１回 「手作り工作、伝承草花遊びの実習」 

11 月 18 日（土）第２回 「子どもとつくる簡単メニューあれこれ」 

12 月 9 日（土） 第３回 「プログラムとリーダーの役割」 

 

大学生６名、みんな食堂のスタッフ合わせて合計 20 名が集

まり、笑顔のアイスブレイク・美味しい昼食・盛り上がった

フリートーク、とても楽しい会になりました。学び隊は現在

食堂見学・ボランティア活動に取り組んでいます。これから

も活動を広めていきたいと思っていますので、ご支援よろし

くお願いします。 

2/4（日） 

http://campwith.jp/hirano/
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寒さもやっと少しはゆるんできたようで日差しにも温かさを感じるようになりました。 

おかげさまでキャンピズは今年 20 周年を迎えます。昨年は就労継続支援 B 型事業所ウィズ芦屋、平野

みんな食堂もスタートしこれもひとえに会員の皆さまのご支援、活動への賛同があってこそです。20 周

年は節目の年ということもありますので次の 20 年にむけより良い活動を皆さまとともに作っていきた

いと思います。今後ともご支援、ご賛同よろしくお願いいたします。 

さて話はがらりと変わりますが活動開始 20年も経てば私も 3 歳から 23歳になりすっかり社会人にな

りました。皆さんも 20 年で環境など様々な変化があったのではないでしょうか。しかし、キャンピズ

の会員登録用紙は以前 1 度更新したきりとなっております。そこで次年度より会員登録の更新を行いた

いと思います。お手数をおかけしますがご協力お願いします。NEWS と同封されています“会員登録用

紙（更新）”に必要事項を記入の上キャンピズ事務局までご返送お願いします。 

 

〒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（大手前類第 1 ビル） 

キャンピズ事務局員 水井 

インフォメーション 

 

キャンピズは、2018 年に 20 周年を迎えます。これまでかかわった方々にたくさん集まって頂き、

楽しく 20 年をふり返るために 20 周年記念事業を計画しています。一昨年の 8 月に 20 周年記念

準備実行委員会が発足し、何度か有志が集い議論を重ねてきました。そこで、20 周年記念はキャ

ンピズらしくキャンプを中心に行いたいと思います。２０周年を記念した簡単な式典は１４日（日）に

前日１３日（土）は準備もかねて前夜祭を行いたいと思います。詳しい事については次号キャンピズ

NEWS64をお楽しみに。日時、場所は以下の通りです。 

 

日 程 ： 2018年 10月 13日（土）～14日（日）1泊 2日 

場 所 ： 和泉市立青少年の家（〒594-1131 大阪府和泉市槇尾山町 1-21） 

20周年記念キャンプ 

事務局だより～会員更新について～ 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

新年度を迎えるにあたり、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

参加するには会員の登録更新が必要です。同封の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。） 

 

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！ 

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 

 


