




 
コロナの影響で休止していた『あそびフリース

ペース』が、3月 10日（水）から再開しました。 
 今回は、フリスペお姉さんのなっちーの他に、
職員のせのーんと大学生リーダーのジェイも来て
くれました。 
ジェイは折り紙の本を開いて、人気キャラクタ

ーを折ろうとしていましたが、それがとても難しく、
折り紙が得意な子どもにたくさん助けられて作品
を完成させていました。なっちーとトランプの『ス
ピード』というゲームで遊んでいた時も、なっち
ーは『スピード』をしたことがなかったので、子ど
もに教えてもらっていました。子どもとリーダーが
逆転したような、大人が教えられてばかりのフリ

スペでした。 
 『あそびフリースペース』は、4 月から『ほ
うかご BaseCamp』に改名し、子どもたちの
居場所作りに一層励んでいきます。今後とも
応援よろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3月 14日（日）に、ODSバームクーヘンがあり

ました。今回は、班ごとにオンリーワンのバーム
クーヘンを作ることを目指し、班ごとの個性や思
い出である『オンリーワンポイント』を探しながら
バームクーヘン作りをしました。 
オンリーワンのバームクーヘンを作るために、

昼食中に役割分担を考えて、それに沿って材料
を自分たちで量ったり、材料を混ぜたりしました。
中には、他の班がどのようなバームクーヘンを作
っているかを知るために、偵察しに行く班もあり
ました。そして生地が完成したら、竹に生地をつ
けて垂れないように回し、炭火で焼き色を付けて

いきました。子どもたちは、自分たちの理想のバ
ームクーヘンを作るために試行錯誤しながら、
夢中になって焼いていました。そして最後には、
どの班も美味しく個性的な、オンリーワンのバー
ムクーヘンを作ることが出来ました。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年はコロナの影響でさまざまな行事が延期

や中止になりましたが、小学 5年生のジュニアリ

ーダーと小学６年生～中学３年生の大東アドベン

チャークラブの子どもたちが、無事に２０２０年

度を締めくくる式典を行うことができました。 

今年も JL と DAC の上期生は１泊２日で一緒に

キャンプをしました。一日目のメインプログラム

は JL・DAC合同班対抗運動会でした。特に盛り

上がったのは、フリスビーを使ってラグビーをす

る『アルティメット』という競技です！班で協力し

て作戦を立てて、フリスビーをゴールまで運べた

ときには、JL・DAC の垣根を越えて喜びや称賛

の声があがりました。 

そうして絆を深めあった JL と DAC は２日目に

合同修了式を行いました。修了式には DAC の下

期生や今年卒団する中学３年生のメンバーも加

わり、総勢 64名での式典が行われました。 

例年とは全く違う一年を乗り切り、修了証を受

け取った JL・DAC の子どもたち、そして４年間

の活動を頑張り、卒団賞と記念の盾を受け取った

中学三年生のメンバーは、達成感に満ち溢れた

顔をしていました。 

 

 

アウトドアスクール  日程：3月 14日（日） 天気：晴れ 参加者：37名 

炭火でぐるぐるバームクーヘン作り 

子どもの居場所づくり  第二・第四水曜日 

あそびフリースペース 再開！ 

 

JL・DAC  日程：3月 20～21日（土～日） 天気：晴れ/雨 参加者：64名 

JL・DAC合同修了式（JLファイナルキャンプ） 



『民具×米作り体験』は、全10回の年間プログラムです。
年間会員・各回体験参加者も大募集！

● 4/25(日)　 苗代作り　　　　　 　　好評受付中！
● 5/23(日)　 植床作り　　　　　 　　好評受付中！
● 6/ 6(日)　  田植え　　　　　　 　　受付開始：4/7(水)12時
● 6/20(日)　 草取り　　　　　　 　　年間会員限定！
● 7/11(日)　 わら細工、草取り　　　 受付開始：5/7(金)12時
● 8/ 8(日)　  草木染め、草取り　　　 受付開始：6/7(月)12時
● 9/ 5(日)　  かかし作り、草取り　　 受付開始：7/7(水)12時
●10/10(日)   稲刈り　　　　　　　  　受付開始：8/7(土)12時
●11/ 7(日)　 脱穀　　　　　　　　  　受付開始：9/7(火)12時
●12/ 5(日)　 新米試食会　　　　　 　年間会員限定！

キャンピィクッキングスタジオ

生地から本格ピザ作り
日　 時：6月27日（日）
ネット受付日：4月7日（水）12時～
場　 所：キャンピィだいとう及び周辺
参加費：おとな 2,500円／こども 2,000円
対　 象：おとな・ファミリー
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○ほうかごBaseCamp

〇DAC入団式
〇キャンピィ大作戦

日　 時：4月14日(水)、28日(水)　14：30～19：30
参加費：無料
場   所：サーティホール2階　こみってぃさろん
対   象：小・中学生、高校生、大学生　定員：30名
その他：予約不要(来訪時に名簿に名前と連絡先をご記入お願いします)
※マスク着用　飲み物持込可
　職員が常駐していますので、安心して過ごしていただけます。
宿題や室内遊び、自習など自由に過ごせるので、気軽に遊びに来てください！

〇リーダー研修➀(24～25)

〇苗代作り

＊　＊　＊　5月　＊　＊　＊

30 〇オリエンテーション

　家族でランチを作ろう！今回はピザ作り！！
11時～14時の間にピザを作って、それ以外の時間はキャンピィだいとうで自由に過ごしてい
ただけます。10時～16時まで、時間はたっぷりありますよ♪
キャンピィだいとうで、ステキな休日をゆっくりお過ごしください！

子ども居場所作り事業

ほうかごBaseCamp @こみってぃさろん
（旧『あそびフリースペース』）
●大東市立総合文化センターサーティホール(指定管理者株式会社アステム)支援事業

〇ODSカレー作り(住北小)

〇ODSカレー作り(一般)

4
歴史民俗資料館の民具を使って！

暖かく感じる春の季節がやってきました。キャンピィだいと
う周辺には桜が咲き始めています。春のキャンプは、冬とは
また違った発見があるかもしれません！
ぜひ、キャンピィの春を一緒に見つけてみませんか？
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民具×米作り体験③　田植え
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＜ 行 事 予 定 表 ＞
4月

日　時：6月6日（日） 10時～16時
ネット受付日：4月7日（水）～
場　所：キャンピィだいとう及び周辺
定　員：40名
参加費：おとな　 3,000円
　　　　　 こども　 2,000円
　　　　　　　　　　　（3歳～中学生）
　　　　　 1～2歳   300円
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〇リーダーオリエンテーション
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〇DAC上期生合宿
　(10～11)

※お申込の際、頂く情報は大東市青少年協会の用途以外には使用いたしません。

　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

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

申込み方法

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

※おかけ間違いの無いようお願いいたします。

〇ほうかごBaseCamp

21

22

23

〇ほうかごBaseCamp

〇DAC説明会
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Twitter Facebook

大東市青少年協会

毎月第２・第４

水曜開催！！

最新情報は

Twitterをチェック！

皆で列を作って昔ながらの手植えで田植えを

行います。 水を張った田んぼに素足で入ると

子どもたちも大喜び。普段できない泥との体験

も楽しんでください。

◉年間会員

参加費：おとな 10,000円

こども 6,000円

1～2歳 1,000円

お得な年間会員

特典もあります！

応募はコチラから
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