


 

 

清涼スプレー／虫よけスプレー／床掃除に 

消臭スプレー／ハッカ入浴剤／匂い袋 

リードディフューザー etc… 

ポリスチレン製ボトルは使わない！ 

ハッカ油を多めに入れたり、原液を肌につけたりしない！ 

夏季期間に利用者の皆様に安全かつ快適にキャンピィだ

いとうをご利用いただくため 、大東市青少年協会の協会員

とともに施設の確認および修繕、整備を行いました！   

●南池、シニアの森の階段の修繕を行いました！  

●場内スロープ周辺にグリーンカーテン用のヘチマと 

ゴーヤを植えました！  

●ガタツキのあった移動式テーブルを 2台修繕しました！  

●故障していた赤アーチの壁掛け扇風機を交換しました！  

●場内の地面の凹みに砂を入れ整地しました！ 

6月から 7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→ 

夏季期間に向けて大整備！ 

                                                               （順不同敬称略） 

佐藤   登   五十里 斎  伊藤 愛璃  竹中 由美  池田真理沙  髙尾 孝信 

山本 晃洋  林田 翔太  下谷 明大  北井 清文  土方  龍子  奥田 順市 

田北 亨子  田北 隆浩  坂下 弘明  多田 宗夫  亀山桃々乃  鈴木   要 

 

 

ハッカは大きく分けて 3種類！ 

①和種ハッカ 

 スーッとする成分が一番多く含まれます！ 

②西洋ハッカ（ペパーミント） 

 ガムや歯磨き粉によく使われます。 

③スペアミント 

 甘味があり、料理や飲み物に使われます。 

 

 

ハッカ独特の香りは、ハッカに含有される『ハッカ油」によるもの。

ドラッグストアでも数百円で手に入る『ハッカ油』には、抗菌効果、

消臭効果、リラックス効果など、嬉しい効果がたくさん！ 

注意！ 

   清涼スプレー ハッカ入浴剤 

①スプレーボトルに、 
水 100ｍｌとハッカ油 3～4滴を入れて 
よく混ぜる。 

②首筋や腕、脇など、涼しくなりたい 
箇所にシュッと一吹き！マスクにも good! 
※顔に吹きかけるのは×！ 

  
①の水 100ｍｌを、水 90ｍｌ・無水
エタノール 10ｍｌに変えると、天然
由来の虫よけスプレーに！ 
夏のアウトドアに最適★ 

湯舟にまずは 1滴、 
ハッカ油を垂らすだけ！ 
肌にこもりがちな熱を 
下げてくれます。 

ホホバオイルに 
ハッカ油を数滴混
ぜて入浴剤にする
と、敏感肌の人も 
安心です💛 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 日目は、参加者に指導ができるようになるため、

テント設営や自炊で注意すること等を学びました。夜

にはキャンプファイヤー講習がありました。雨の影響

で室内になってしまったけれど、久々のキャンプファイ

ヤーはとても楽しかったです！ 

2 日目のソング講習では、音程やリズムなどに苦戦

しましたが、上手に歌えたときは褒めてもらえて嬉しか

ったです。この研修を通して、夏季シーズンに対する

不安が減り、「自分の得意なことを見つけたい！」とい

う目標もできました。これを目標に夏季期間も頑張りた

いと思います！ 

 シニアリーダー1年 かもめ  

6 月 16 日にリーダー講座①の救急救命講習があ

りました。協会副理事長の北畑さんから、AED の使

い方や心肺蘇生法の仕方、困った時にまず 1人で抱

え込まずに、他の人に助けを求める大切さなどを学

びました。 

また、これからの夏のキャンプで起きる可能性の

高い、体調不良の対処法も学びました。熱中症に

ならないように、水を活動する 30 分前に飲んでおく

こと等を教えてもらいました。その他にも、人体のし

くみについても色々勉強出来ました。学んだことを活

かして夏期間を頑張ります。 

シニアリーダー2年 くろごま 

 

6月 19日（日）に、住北小校区こども会の子どもたち

とチャレンジランキングをしました。6 つのゲームブー

スを用意し、みんなで記録を競いました。 

最初の方は、1 人で来て私が話しかけてもうなずく

だけの子が多かったのですが、途中から名前を聞い

て呼ぶようにしました。時間が経つにつれ、みんなが

学年の違う子たちと喋るようになっているのを見てこち

らもすごく嬉しくなりました。最後の結果発表までの時

間、最初は 1 人で待っていた子たちも色んな子と喋っ

ていました。帰る時に、「サマーキャンプも来るね！」

と言ってくれる子が居て嬉しかったです。リーダーに

なって初めての行事でしたが、達成感がすごかった

です。 

シニアリーダー1年 ろん 

6 月例会では、フレッシュは初めての山登りをしま

した。キャンプ場につくと、みんなで運動会をしまし

た。「DAC の覇権はなんだかんだ私のものですわ」

をテーマに、運動会を“財閥戦争”と呼び、資金を集

めるため奮闘しました。プログラムにはお嬢様っぽ

い名前をつけました。しっぽ取りは“リボン競争”、パ

ン食い競争は“アフタヌーンティーリレー”に改名し、

マフィンをめがけて走りました。他にも、借り物競争

でキャンプ場内を走り回ったり、四次元バレーで白熱

した試合をしたりしました。閉会式では、結果発表を

し、全班たくさんの資金を獲得することができまし

た！次の 1泊２日のキャンプも楽しみになる例会でし

た。 

ボランティアリーダー4年 マーベル 

 

 

リーダー研修② 

日程：6月 11日(土)～12日(日) 

 参加者：29名 天気：晴れ/雨  

リーダー講座① 

日程：6月 16日(木) 

 参加者：３８名 天気：曇り  

住北小校区こども会 

チャレンジランキングに挑戦！ 
日程：6月 19日(日) 参加者：31名 天気：曇り 

DAC 6月例会 

日程：6月 19日(日) 

参加者：79名 天気：曇り 
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★ODS「ハロウィン料理と
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〇DAC8月例会
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〇ほうかごBaseCamp
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申込み方法 

＜ 行 事 予 定 表 ＞
＊＊＊8月＊＊＊

★米作り体験「稲刈り体験」
★ODS「カレーと
　　木の実クラフト」
　　　　　　　　　　受付開始

＊＊＊9月＊＊＊

おとな・ファミリー対象 キャンピィクッキングスタジオ

『ダッチオーブンでローストポーク作り体験』

日 時：10月30日（日)11:00～14:00
※10時から16時の内、プログラム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。

ネット受付：8月7日(日)12:00～10月23日(日)21:00まで

場 所：キャンピィだいとう(現地集合・解散)

参加費：おとな 2,500円 3歳～中学生 2,000円
※2歳以下は無料ですが、食材の提供はありません。

定 員：20名
※個人でも親子でも申し込み可能ですがお子様だけでの参加はできません。

ODS（アウトドアスクール）

『ハロウィン料理とジャックオランタン作り

～ハロウィンを楽しもう♪～』
日 時：10月22日（土） 9:00～16:00

ネット受付：8月7日(日)12:00～10月8日(土)21:00

集合場所：マイクロバス利用 住道駅前デッキ

現地集合・解散 キャンピィだいとう

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

対 象：小・中学生 定員：マイクロバス利用 20名 現地集合・解散 40名

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：8月10日(水)・8月24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

お問い合わせ

予約なし

参加費無料

青年対象

『秋の高校生キャンプ』

日 時：9月18日(日)13:00～19日（月・祝）17:00  

ネット受付：8月7日（日）12:00～9月4日（日）21:00

集合場所：野崎観音 活動場所：キャンピィだいとう

参加費：2,000円

対 象：高校生

キャンピィだいとうでおとなも遊び体験。自然の中でゆったり活動してみませんか？

今回は、ダッチオーブンでローストポーク作り。おいしいローストポークを作りましょう！

ハロウィンとは豊作を祝う祭り。ハロウィン料理と魔よけのカボチャ

『ジャック・オ・ランタン』作りに挑戦。どんな表情のランタンができるかな？

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。

高校生による高校生だけのキャンプ！いろんな高校の人たちが集まって、みんなで青春を楽しもう！

新たな出会いや発見がたくさんあります。

夏もいよいよ本格的になってきました。夏はやっぱりアウトドア！熱中症には十分気を

付けて、アツい夏を楽しんでいきましょう。

キャンピィだいとうには無料の貸し出し物品が充実！なんとテントも無料で借りられま

す。夏の思い出に、ぜひお気軽にキャンピィだいとうへお越しください！


