


 

駐車場に設置している「ようこそキャンピィだいとうへ」と 

いう看板を新たに作成しました！ 

皆様に安全に活動していただくために、キャンピィだい 

とうへお越しの際は、まずは事務所で受付をしてください。 

お帰りの際も、事務所にお声かけくださいね！ 

 

３月から４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→ 

とっても賢い  

駐車場の看板をリニューアルしました！ 

テントサイトに看板を設置しました！ 

最近は、テントで宿泊をされる方がとても増えているので 

テントサイトの区画案内看板を作成し、設置しました。これ 

で場所の確認をしていただけるようになりました！ 

テント宿泊でのご利用、お待ちしております！ 
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匿名の方 １名             （順不同敬称略） 

“文章”がわかる鳥！？ 

参考：「Wild birds use an ordering rule to decode novel call sequences」 （著者：Toshitaka N.suzuki , David Wheatcroft , Micheal Griesser） 

シジュウカラ 
ヒト以外では唯一の…… 

ヒトの話す言葉に意味があるように、鳥の鳴き声にも、鳴き方によっ

て意味があります。 

★色々な鳴き声を一定の文法に従って組み合わせ、文章を作る 

★初めて聞いた鳴き声（文章）を理解する 

★多言語（他種の鳴き声）が混ざった鳴き声（文章）を理解する 

以上のどれもが、ヒトとシジュウカラにしかできないそうです！ 

 
他種の言葉まで分かっちゃう！ 

 シジュウカラの鳴き声に、コガラという他種の鳥の鳴き声を混ぜて

聞かせてみた実験があります。例えるなら、日本語の一部を英語に

置き換えたようなものですが…… 

 シジュウカラは、自分たちの文法ルール的に正しい並びであれば、コガラの鳴き声が混ざっていても、文章

の意味を理解できることが分かりました。初めて聞いた音の意味を理解できる、とっても賢い鳥なんですね！ 
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ディーディー シジュウカラ語 『警戒！』 

シジュウカラ語 

『近づけ！』 

コガラ語 

『近づけ！』 

ディーディー 

コガラ語 『近づけ！』 
ピーッピ 

シジュウカラ語 

『警戒！』 

文法わかる！ 

「警戒」→「近づく」だ！ 

警戒しながら接近！ 

 

文法わからない… 

反応せず 

シジュウカラ（四十雀） 
●全長 14.5cmほど 

●日本でも一年中みられる 

「留鳥」 

●いち早く春を告げる鳥 



 

DAC3月例会・JL閉講式 

3月 19日～20日(土～日) 

参加者：152名  天気：雨/晴れ 

ODS本格ピザ作りと 
焼き板クラフト 

日程：3月 29日・30日・31日(火～木) 

参加者：19名・18名・15名  

天気：曇り・晴れ・雨 

DAC と JL 合同で『ギルド』を作りました。班でパーティ

を組み、経験値を上げるために色々なことに挑戦しまし

た。1 日目はフリーギルド飯選手権に向けて、マップを見

ながら、キャンプ場内や山頂でクエストに挑戦し、食材を

ゲットしました。牛丼・鍋・チーズフォンデュなど、班で

考え作ったメニューが多く揃いました。夜には、封じ込め

た魔物『ジュニオリン』の封印が解かれました。JL 玉を

手に入れるため魔物と戦い、見事ギルドマスターのたま

にいが魔物を倒すことに成功し、この日 1 番の盛り上がり

を見せました！2 日目の式典では、DAC っ子も JL っ子も

大きな声で返事をし、活動報告を堂々と発表していまし

た。JL っ子が来年は DAC に入りたいと言っていました。

DACは 4年間頑張ったリーダー（中 3）に向けて、卒業セ

レモニーを行いました。リーダーは皆、胸を張って卒団す

ることができました。 

3月 31日の ODSピザは今年度最後の行事でした。 

今年度たくさんの ODS・CS に来てくれた子ども達が多く

参加してくれました。あいにくの雨でしたが、バスでキャ

ンピィにつくと、班でどんなピザを作るか作戦会議し、生

地作りをしました。31 日は、「ピッツアアモーレ」という合

言葉からハートをモチーフにした、大きなピザを作ってい

ました。班で協力して、火付けや具材を切り、大きなピ

ザにカラフルな具材を乗せました。石窯から出てきた焼き

たてピザは迫力があり、全員が「早く食べたい！」と気持

ちが高まっていました。焼き板では今年度のキャンプの思

い出について話をして、好きな絵を書いていました。 

 

 

 

防災キャンプ 
日程：3月 5日～6日(土～日) 

参加者：18名 天気：晴れ 

防災に関心があり、キャンプの経験がほとんどない 

5 家族、12 名の方が参加してくださいました。1 日目

は、専門家から防災についての体験談を聞き、皆熱心に

聞いておられました。午後からは、災害時に実際使える

野外技術を学びました。また、防災の○×クイズ・新聞

紙で身の回りの品づくり・ポリ袋を使って自炊を行いまし

た。2日目には、1日目に学んだ知識を基に、家族で避

難経路などをまとめた防災マップを作りました。2 日間の

まとめとして発表を行い、防災を身近に感じることがで

き、楽しんでプログラムに参加することができました。 

 

リーダーエンジョイキャンプ 

日程：3月 26日～27日(土～日) 

参加者：50名  天気：晴れ 

 

新人リーダーが多く参加しており、2 日間でたくさん

のゲームやプロジェクトアドベンチャー（PA）を行いまし

た。1 日目は、PA でマシュマロリバーなどの協力ゲー

ムや様々なゲームをし、色々な学年のリーダーと関わ

り、たくさん遊ぶことができました。中でも、夜に行っ

た、雪山遭難のコンセンサスゲームは、班でどうしたら

助かるのか考え、コミュニケーションをとることができま

した。2日目も引き続き PAを行い、VLは壁のぼり、SL

は島わたりに挑戦し、どちらも見事クリアすることができ

ました。様々な年代同士で仲良く話すことができ、雰囲

気も良く、次年度が楽しみになった 2日間でした。 
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申込み方法 

　春から初夏にかけて、過ごしやすい季節。ぜひキャンプを楽しんでみませんか？
日帰りや宿泊、どちらも大歓迎です。キャンピィだいとうでは焚き火台やテントなど貸
し出しもできます。ぜひキャンピィだいとうへお越しください。

＜ 行 事 予 定 表 ＞
＊＊＊5月＊＊＊

★深野小サマーキャンプ
★北条小サマーキャンプ
　受付開始

＊＊＊6月＊＊＊

ODS（アウトドアスクール）

ピザ作りと

３万個の積み木で遊ぼう
日 時：6月26日（日）9:00～16:00

ネット受付：受付中～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】：2,800円

【現地集合・解散】 ：2,500円

3万個の積み木を使って、いろんな形を作って遊ぼう!ただの長方形の板だけど、

工夫次第でいろんな形を作れるよ!お昼にはピザを作ります。焼き上がりの香りは何よりのごちそう。

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)10:00～27日(水) 17:00

②8月 3日（水)10:00～ 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』！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：5月7日(土)～

場 所：キャンピィだいとう（現地集合・解散）

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：5月11日(水)・5月25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。

5月は勉強もりもり月間！高校生や大学生が勉強を教えてくれます。テスト期間のみんなも、一休みした

いなあというみんなも、ぜひどうぞ！

お問い合わせ

予約なし

参加費無料
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