
やまびこ：『子ども・自然・大人をつなぐ通信』です。飯盛山の中にある野外活動センターを
　　　　中心に、大東市の自然や動物・生きものなどを月に1回、楽しく紹介します。

月刊　キャンピィだいとう便り ２０21. 12. 5
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　キャンピィだいとう（大東市立野外活動センター）を運営しています、私たち『大東市青少年協会』で
すが、2020年12月で創立50周年を迎えました！コロナの影響で式典が延期になるなど、思うように活
動できない状況が続きましたが、今年こそ50周年イヤーを盛り上げていきたいと意気込んでおります。
　そこで、今月号は知ってるようで実は知らない？キャンピィだいとうのあれこれを職員が解説します！

Q＆A

やっふぉい！ふぉいふぉいだぜ！
大東市青少年協会は、『青少年の

健全育成』を目指し、1970年に発足した
団体です。ジュニアリーダーや大東アドベ
ンチャークラブなど、“野外活動体験”を
ベースに様々な事業を行なっています！
　現在、高校生から80代の人まで、

約160名の会員がいます☆

　あっちこっち、のっちで〜す！
市の職員ではなく、私たちは大東市

青少年協会の職員です。協会は市から
委託を受け、皆さまに安全で快適に過ごし
ていただけるようキャンピィの運営・管理を
行なっています！話好きのメンバーが多い
ので、ぜひキャンピィにお越しの際は

話しかけてくださいね♪

センター長のぴぃちゃんです☆
その通り！大東市の野外活動セン
ターは1985年にオープンしました。
2008年より指定管理を受託し、現在運営
中！2018年に愛称が『キャンピィだいと
う』に決まり、大東市内、市外の方にご
利用いただいています。もっとたくさ

んの人に広めたいです♪

これからも大東市青少年協会＆キャンピィだいとうをよろしくお願いします！

Q１.大東市青少年協会とは？

Q3.働いているのは市の職員？ Q4.次の50年に向けてひと言！

Q2.キャンピィ だいとう は市の施設？

キャンプ大好きキャンちゃんです！
皆さまのおかげで、大東市青少年協会は
50周年を迎えることができました。今後とも
地域の皆さま、青年リーダーとともに青少年
の健全育成に寄与できるよう頑張りますの
で、これからもご支援・ご協力のほど、
よろしくお願いいたします！

キャンピィだいとう 知ってるようで
知らない！

やっふぉい！ふぉいふぉいだぜ！
大東市青少年協会は、『青少年の

健全育成』を目指し、1970年に発足した
団体です。ジュニアリーダーや大東アドベ
ンチャークラブなど、“野外活動体験”を
ベースに様々な事業を行なっています！
　現在、高校生から80代の人まで、

約160名の会員がいます☆
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　11月19日の夕方から宵にかけて『部分月食』が起こりました。赤い月を見
れましたでしょうか。今回は月の約９８％が影に入るほぼ『皆既月食』とい
われ、ニュースでもたくさん取り上げられました。ところで『月食』はなぜ起
きるのかご存知でしょうか。今さら聞けない『月食』のしくみを解説します！

認定NPO法人 大東市青少年協会は、私たちの活動にご理解いただき支えてくださる方
（寄付金一口 3,000円から）を募集しています！お申し込みはこちらから→

(順不同敬称略)

10月から11月に寄付をしていただいた方々です！ありがとうございます！

　キャンピィだいとうの顔となる正面玄関。その玄関タイ
ルの一部が割れてしまっていました。そこで、先月号で紹
介したアスレチックの解体業者の方が、とってもきれいに
修繕してくださりました☆
　これで安全に、気持ち良く、利用者の皆さまをお迎えす
ることができます！

玄関タイルの修繕を行いました！ 

知ってるようで
知らない！

『月食』
げっしょく

ってなぁに？
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　トッポの友達が11月19日
に撮影した写真です☆
　皆既月食の時、月は赤っぽい

色に見えます。これは太陽の白い光が
地球の空気やちりに当たって散らばり、
赤い光だけが地球の裏側にまわり
込んで月に届くため、赤っぽく
見えるのです。夕陽が赤く見
えるのも同じ原理です。

太
陽
光

地 球

半 影半影月食

月

部分月食

皆既月食

半 影

本 影

　地球から見
た月は光ってい
るように見えま
すが、これは月
自身が光って
いるのではな
く、太陽の光を
反射して光って
いるように見え
ています。この３つの天体が、太陽、地球、月の順に並んだ時、地球の影が月に
うつって月の一部が欠けたように見えます。これが『月食』です。月食の月は必
ず満月です。しかし、満月のたびに月が地球の影に入るわけではないので、月
食は年に２回ほどしか起こりません。
　地球の影のうち、影が濃い部分を『本影』、その周りの薄い部分を『半影』とい
います。地球の本影が月に全てうつった状態を『皆既月食』、本影の一部が月に
うつった状態を『部分月食』、半影が月にうつった状態を『半影月食』といいます。



 劇団班では、シナリオから自分たちで考え、劇に必要な小道具を

作ったり、音楽、効果音、照明を用意したり、役割分担をして、劇を

面白くするためにどうすればいいかを相談しながら劇を作りました。 

二日目の昼にほかの班のみんなに向けて劇を披露しました。劇を見て

いる子どもたちから笑いが起こっていて、大成功の劇になりました。 

 11月例会は、それぞれの班で様々なことに挑戦しました。これから

の例会でも楽しい思い出を作っていきます。 

 11月 6日（土）～7日（日）に DAC11月例会がありました。今回の

DACは、料理班、野外技術班、劇団班の三つの専門班に分かれて、

それぞれキャンプをしました。 

料理班では、とにかく料理を楽しみ、夜ご飯にチーズダッカルビとキ

ャベ玉スープ、朝ごはんに焼きそばパン、昼ご飯に特製 DAC丼を作り

ました。どの料理もとても美味しく、普段作らないものばかりでとても新

鮮でした。子どもたちもとても美味しそうに食べていました。夜には、

焚き火でスモアをして、楽しい夜を過ごしました。料理の楽しさを知り、

料理の腕も上がりました。 

 

野外技術班では、木の板で自分の名札を作ったり、木の実や枝

を使って、木の実クラフトをしたりしました。木を切るときに、支え

る人と切る人で協力して、クラフトをしていました。皆オリジナリテ

ィあふれるものを作ってくれました。夜には、花火をして、夏にで

きなかった分いっぱい楽しみ、思い出を作りました。 

クラフトや自炊をして、キャンプスキルを身に付けることができまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAC（大東アドベンチャークラブ） 11月例会 

11月 6日（土）～7日（日） 参加者：78名  天気：晴れ 

料理班！！ 

野外技術班！！ 

劇団班！！ 

11が～！ 
つ～！！ 



焚き火であったかいシチューを作り、寒い冬を楽しもう！シチューに合うパンも作ります！
ご飯の後には、みんなで大阪を一望できる絶景ハイキングに行こう！

おとな・ファミリー部

キャンピィクッキングスタジオ
　　　　　「ダッチオーブンdeパエリア作り」

日　 時：2月6日(日)11：00～14：00
     　　※10：00～16：00の内、プログラム外の時間は、
        　　キャンピィだいとうでご自由にお過ごしいただけます。
ネット受付：12月7日(火)12：00～1月30日(日)21：00
場　 所：キャンピィだいとう及びその周辺
参加費：おとな　2,500円
　　　　　子ども　2,000円
定　 員：20名

★家族で防災キャンプ
★親子でもっと遊ぼうDAY
　「親子で初体験！草木染
　　めをやってみよう」
★ODS「本格ピザと
　　焼き板クラフト」
受付開始

7

今回のクッキングスタジオでは、スペイン料理のパエリアを
ダッチオーブンで作ります！！おいしいパエリアを楽しみましょう！
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＊＊＊1月＊＊＊

○住北クリスマス会

20

○DAC12月例会
　(25～26)

23

21

24
家でも学校でもない、みんなで作る、みんなの居場所です。宿題をしたり、友達と遊んだり、自由に
過ごせます。予約はいらないので、いつでも来てね。楽しい工作も用意して待っています！

キャンピィだいとう
及び青少年ルーム

年末年始休館
(12月29日～1月3日)

○ほうかごBaceCamp
　 @こみってぃさろん

31

22

日時：12月 8日(水)、12月22日(水)
　　　　 1月12日(水)、 1月26日(水)
　　　　 2月 9日(水)、  2月22日(火)
　　　　 3月 9日(水)、  3月23日(水)
　　　　各14：30～19：30(小学生は17：00まで)
場　 所：大東市立総合文化センター2Fこみってぃさろん
参加費：無料
定 　員：30名
対 　象：小学生、中学生、高校生、大学生

※お申込の際、頂く情報は大東市青少年協会の用途以外は使用致しません。

　行事参加には事前の申込みが必要です。
認定NPO法人大東市青少年協会のHPから
ご予約をお願い致します。

お問い合わせ申込み方法

http://www.ysdnet.ne.jp/ysdnet/

〒574-0036
大阪府大東市末広町1-301
生涯学習センターアクロス1F

TEL：072-874-5165
FAX：072-886-3152
受付時間：12～21時(第2木曜日を除く)

認定NPO法人 大東市青少年協会

12

　冬になり自然の雰囲気もすっかり変わったキャンプ場。
夏とは違う、冬ならではの楽しみ方もたくさんあります。
冬のキャンピィだいとうで、焚き火をしたり、温かい料理
を作ったり、ほっと一息つきませんか？
皆様のご利用をお待ちしております。

2021

1

＜ 行 事 予 定 表 ＞
＊＊＊12月＊＊＊

3

2ODSアウトドアスクール

16

13

15

○ほうかごBaceCamp
　 @こみってぃさろん8

9

10

○こども会クリスマス行事
　　へのリーダー派遣
　　(18日・19日)

○50周年記念式典

〈一般参加日程〉
日　 時：令和4年1月16日(日)
           マイクロバス使用：9：00～16：00
　　　　　 現地集合・解散：9：30～15：30
ネット受付：11月7日(木)12：00～1月4日(火)21：00
場　 所：キャンピィだいとう及び周辺
参加費：マイクロバス使用：2,800円 / 現地集合・解散：2,500円
対　 象：小・中学生　　定員：マイクロバス使用20名 / 現地集合・解散20名

〈小学校別日程〉
深野小学校：1月8日(土)　　北条小学校：1月29日(土)
氷野小学校：1月30日(日)　 　泉小学校：2月6日(日)
諸福小学校：2月12日(土)　灰塚小学校：2月13日(日)
ネット受付：11月7日(木)12：00開始、各日程の2週間前の21：00受付終了
活動時間、参加費、定員等は上記の一般参加日程と同様です。
持ち物やマイクロバスの集合場所等、詳しい情報はホームページよりご確認ください。

焚き火であったかアウトドアクッキングと
絶景ハイキング

○DAC上期生ミーティング
○民具×米作り(試食会)

14

17

7

6
★キャンピィクッキング
　スタジオ「ダッチオーブン
　deパエリア作り」
　受付開始

子ども居場所作り事業

ほうかごBaseCamp
　　　　　　　　＠こみってぃさろん

Twitter Facebook大東市青少年協会
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