


 

 

 大東市にある大阪府立消防学校に在籍する新規消防職員 

約 200 名が、初任教育の一環としてキャンピィだいとうの 

清掃、整備を行ってくれました。 

場内の溝清掃や、草刈りなどの清掃活動だけでなく、施

設利用者の安全を守るために、アスレチックの切り株跡、テ

ントサイトに張っている木の根の除去などの整備も行ってくれ

ました。消防学校の皆様！ありがとうございました！ 

4月から 5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！ 

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！お申込みはこちらから→ 

200名の力でキャンピィだいとうの大整備！ 

濱本 昌哉  新倉 美奈子  北畑 豪士  入江 智子  松岡 美香  石田 夕子 
中澤 千絵美  木中 実  奥野 信子  中西 承福  伊藤 那親  中川 博之  金園 英也 

五十里 斎  笠井 俊祐  橋爪 香  中尾 麗子  南部 和彦  里中 清和  太田 明夢  大畑 博嗣 
三原 由香  髙尾 孝信  室井 のりあき  ㈱ハジメフーズ  中田 順子  田中 秀夫  木中 裕香 

          井上 績  小田原 拓也  内山 義雄  匿名の方 5名  

                                                               （順不同敬称略） 

6月の 6のつく日（6日・16日・26日） 

に紫陽花を逆さまに吊るしておくと、魔除け 

・厄除けになり、幸福が訪れるといわれて 

います。自室や玄関だと金運アップ、トイ

レだと女性が婦人病にかからないなど、

様々な言い伝えがあるようです！ 

雨模様が続く梅雨の時期。あざやかに咲く紫陽花に、癒されてみませんか？ 

紫陽花はもともと、日本固有の植物でした。 

江戸時代、長崎に来た医師・シーボルトが、 

恋人の『お滝さん』の名前にちなんだ 

『オタクサ』という名前で外国の人々 

へ紫陽花を紹介したと 

いわれています。 

色とりどりの花を咲かせる紫陽花。 

何色の花が咲くかは、土壌が酸性か 

アルカリ性か（ph値）で決まります！ 

酸性だったら赤系の色の花、アルカリ性だったら 

青系の色の花が咲きます。日本では青色や青紫色

の紫陽花が多くみられる一方、外国では、赤色の 

紫陽花が主流です。 

 

← ガクアジサイ 

← セイヨウアジサイ 

日本でもよく目にしま 

すが外国で品種改良 

された種類です。 

日本固有の種類。 

全てのアジサイの 

“原種”です。 

花言葉： 

「移り気」「団らん」 



 

 

4月 5日(火)に、内部向けオリエンテーションがありました。新人リー

ダーを迎えるために継続リーダーで準備をしました。まずは、全員でア

イスブレイクゲーム（勝ち 3つ、震源地、フルーツバスケット）をしまし

た。震源地というゲームでは、全員でずっと同じ動作をするのです

が、震源地という役になった人がその動作を変え、誰が震源地なのか

当てるというゲームです。新人リーダーも、初めて来たとは思えないノ

リのよさでした。その後はスライドを使って、リーダー長のマーベルが

活動紹介をしてくれました。リーダー紹介や組織がどんなものなのかを

詳しく教えてくれました。また、職員のキャンちゃんから、青少年協会の

歴史を教えてもらいました。色々な歴史があって、面白かったです。オ

リエンテーションを通して、この活動は将来に役立つこともいっぱいあっ

て色々勉強になるのでみんなにキャンプに来てほしいと思いました。  

シニアリーダー2年 みるく 

 

DAC4月上期生合宿 
日程：4 月 9 日～10 日(土～日) 

参加者：37 名 天気：晴れ 

DAC上期生合宿では、DACの中 2・中 3 メンバーた

ちで、ボーイのキャンプ場でキャンプをしました。はじめ

ての場所で水道やトイレもない過酷な環境のもと、上期生

がキャンピィだいとうから生活に必要な物品を運搬しまし

た。物品を運び終わると、自分たちが少しでも快適に暮

らせるようにテントをはり、丸太を切断して食事スペースを

つくり、薪を集めました。設営後はみんなでカレーを作り

ました。持参した水で野菜を洗い、僕たちが普段何気な

く使っている水道水に感謝しました。なんとか完成したカ

レーは格別でした。夜はキャンプファイヤーをしました。

みんなで火を囲み、思いっきり楽しみました。 

いつもとは違う場所で過酷な環境だったからこそ、みん

なで協力し上期生の絆がさらに深まった 2日間でした。 

ボランティアリーダー3年 ジェイ 

 

リーダーオリエンテーション(内部・外部向け)      

  4 月 5 日(火)・4 月 26 日(火) 参加者：34 名・21 名  天気：晴・晴 

リーダー研修① 
日程：4 月 23 日～24 日(土～日) 

参加者：35 名 天気：曇り/雨 

4月 23日(土)〜24日(日)に今年度１回目のリーダー

研修がありました。 

研修では、組織キャンプ論や、グループリーダーを

やっていく上で大切なグループワーク論、リスクマネジ

メントなどの座学に加えて、テント設営や自炊のやり

方、ロープ講習など様々な実技も学びました。 

新しくリーダーを始める人もたくさん来てくれて、途

中参加も含めると 30 人程になりました。みんな率先し

て動いていたし、積極的に色々なことを学ぼうという様

子で、今年のリーダーがどんな感じになるのかとても

楽しみになりました。 

この研修で学んだことやこれからの研修で学ぶことを

生かして、これからのキャンプを安全で楽しいものにし

ていこうと思います。 

ボランティアリーダー2年 イチロー 

 



2022

6

1

2

3

〇DAC6月例会
〇米作り（田植え）

6

7

8
〇ほうかごBaseCamp
　＠こみってぃさろん

9

10

13

14

15

16

17

〇DAC上期生ミーティング

〇住北小ゲーム大会
〇米作り（草取り）

20

21

22

23

24

〇ODS『ピザ作りと
　3万個の積み木で遊ぼう』

27

28

29

30

7

申込み方法 

　いよいよ夏も目前となった6月。まだ涼しい今の時期にキャンプを楽しみません
か？日帰りでBBQ、宿泊の夜に焚き火など楽しみ方は様々です。焚き火台やBBQコ
ンロなどの貸し出しもしています。ぜひキャンピィだいとうへお越しください。

＜ 行 事 予 定 表 ＞
＊＊＊6月＊＊＊

★住北小校区サマーキャンプ
★親子で遊ぼうDAY
★米作り(草取り＆草木染め体験)

　受付開始

＊＊＊7月＊＊＊

CS（キャンプスクール）

とことんキャンプ ①②

日 時：①7月26日(火) 9:30～27日(水) 17:00

②8月 3日（水) 9:30～ 4日(木) 17:00

ネット受付：受付中～各日程開催日2週間前まで

場 所：キャンピィだいとう及び周辺

参加費：【マイクロバス利用】：9,800円 【現地集合・解散】：9,500円

定 員：バス利用20名 現地集合40名

①のテーマは『THEキャンプ』！テントを張ったり、アウトドアクッキングをしたり、

キャンプファイヤーをして盛り上がり、この夏一番の思い出を作ろう！

②のテーマは『水で遊びつくそう』！手作りの竹水てっぽうや流しそうめんなどで、

暑い夏を涼しく過ごそう！

おとな・ファミリー部

キャンピィクッキングスタジオ 『炭火でBBQ体験』

日 時：7月31日（日） 11:00～14:00

ネット受付：受付中～7月24日(日)21:00

場 所：キャンピィだいとう（現地集合・解散）

参加費：おとな 3,500円 3歳～中学生 3,300円 ※2歳以下は無料ですが食材提供はありません

対 象：おとな、こども

（個人でもファミリーでも申込可能。お子様だけでの参加はできません。）

BBQ初心者の方も安心の、基本のBBQ体験です。家族で炭に火をつけ、BBQの準備をして
美味しいお肉を楽しみませんか？
10時～16時の間、プログラム外の時間は、キャンピィだいとうで自由にお過ごしいただけます。

大東市青少年協会

FacebookTwitter

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。

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

※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。

認定NPO法人大東市青少年協会

TEL：072-874-5165

FAX：072-886-3152

受付時間：12～21時(第2木曜日を除く)

〒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

子ども居場所作り事業

ほうかごBaseCamp
@こみってぃさろん

日 時：6月8日(水)・6月22日(水)  （毎月第2,4水曜日）

14:30～19:30（小学生は17時まで）

場 所：大東市立総合文化センター2F こみってぃさろん

対 象：小学生、中学生、高校生、大学生

家でも学校でもない、みんなで作る、みんなの居場所です。予約や料金はいらないので、気軽に来て

くださいね。宿題をしたり、友達と遊んだり、自由に過ごせます。

お問い合わせ

予約なし

参加費無料

おとな・ファミリー部

親子ふたりぼっちキャンプ

日 時：8月20日(土)14:00～21日(日)12:00

ネット受付：6月7日(火)12:00～8月13日(土)21:00

場 所：キャンピィだいとう

参加費：親子二人で7,000円

対 象：小学1年生～6年生のお子様1名と

お子様の保護者1名の2人1組

親子でゆったりキャンプ体験。野外炊飯やテント設営などを体験しよう。
親も子も、互いの新たな一面が見れるかもしれません。
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