


 

 

●自炊場水道の水漏れを修繕しました！ 
水漏れ箇所の蛇口の交換とハンドルの回りを改善しました！ 

●自炊場のかまどを修繕しました！ 
 野外炊飯を行う自炊場のかまどのブロックを固定しました！ 
●本館 2F男子トイレのタンクの水漏れを修繕しました！ 
 中のフロートバルブが劣化していたので交換を行いました! 
●テントサイトの側溝カバーを作成しました！ 
 キャンプリーダーのたまにぃとみょうちゃんが 
作ってくれました！ 

●青アーチハウスの扉の開閉を改善しました！ 
 ドアノブが緩んで開閉しづらかったので交換をしました！ 

８月から９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→ 

修繕ラッシュ！リーダーも活躍しています！ 

                                                               （順不同敬称略） 

岡本 有祐  下簗 健一（株）ﾕｰｹﾝ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ）  岡地 ゆみ   

當麻 博之  ㈱里中電気  佐久川 哲也 

秋 
といえば 

ハロウィン！ 

日本でもすっかり馴染み深くなった、秋の

実りを祝うお祭り・ハロウィン。仮装をした

り、『Trick or Treat!』でお菓子がもらえ

たり……ドキドキワクワクなハロウィンに欠か

せない、カボチャの『ジャック・オ・ランタ

ン』。今年はオリジナルで作ってみません

か？子どもも一緒に作れます！ 

 
作ってみよう！ジャック・オ・ランタン 

●準備物：観賞用カボチャ、油性ペン、スプーン、小さめのナイフ、ロウソクや LEDランプ 

   

    

④ ②でくりぬいた底に 

ロウソクやランプを立て、 

 上からカボチャを被せたら…… 

 

①カボチャ表面に顔を下書きする。 

 どんな表情にしようかな♪ 

 

②カボチャのヘタ側と底をナイフで 

丸くくりぬき、中身の種とワタを 

スプーンでかきだす。 

 

③ ①で描いた線に沿って顔を切り 

抜く。切った皮や残りのワタを 

洗い流し、よく乾かしておく。 

完成！ 
ヘタの部分も 

被せてあげると 

かわいいです♪ 

10/22に、ODS『ハロウィン 

料理とジャック・オ・ランタン 

作り』を開催！（参加受付は

10/8〆切）  

どんな料理・どんなランタンを 

作るのかな？行事リポートを 

お楽しみに★ 

キャンピィだいとうでは…… 



 

 

大東市こども会 おまかせキャンプ 
①新田・中垣内・平野屋 7月 23日(土)～24日(日) 

②川中新町・御供田 7月 30日(土)～31日(日) 

③住北・西諸福・四北 B 8月 6日(土)～7日(日) 

参加者：①48名②39名③54名  

天  気：①晴れ②曇り③雨/曇り 

 
 今年は大東市のこども会の内、8 団体全１４１名が参加してくれ

ました。おまかせキャンプが、コロナ禍で今まで中止になること

も多かった分、初めて参加してくれた子どもや久しぶりに参加し

た子どもがどの団体にもいました。みんなでいいもりぷらざか

ら、山を登りました。猛暑の中、とても頑張っていました！キャン

プ場につくと、木の実クラフトをしました。どんぐりや枝で個性あ

る作品を作りました。そして、各こども会でスイカ割りをしまし

た。みんなで協力して、力いっぱいスイカめがけて棒を振って

いました。そして、キャンプの目玉、カレー作り！班で協力し

て、おいしいカレーを作ることができました。夜のキャンプファイ

ヤーでは、炎を囲んで踊り、色んなリーダーや違うこども会の子

たちとたくさん遊びました。 

 3 日程とも、１泊 2 日、キャンプ場で、リーダーや友だちとの

夏の思い出を作ることができました！ 

ボランティアリーダー4年 マーベル 

大東市こども会ジュニアリーダー講習会 

JLサマーキャンプ 

     パート①8月 15日(月)～16日(火) 

     パート②8月 17日(水)～18日(木) 

 参加者：①28名②19 名  

天気：①晴れ/雨②雨/晴れ 

8/15〜16に JLサマーキャンプパート①を、17～18日には

パート②を行いました。通常は 3 泊 4 日のサマーキャンプで

すが、今回はコロナ感染予防として、2 日程に分け、1 泊 2

日ずつ人数を分散させて開催しました。まず班ごとにポイント

ハイクをしながら登り、そのあとゲーム大会でこども達のテン

ションも上がってきました。楽しんだ後は食材オークションを

しました。JL には「TA マネー」という通貨が存在し、その TA

マネーを活用して食材を争奪しました。手に入れた食材を使

い班でカレーを作りました。カレーを食べたあとは、キャンプ

ファイヤーをしました。JL っ子と一緒に、リーダーも全力で

盛り上げ楽しみました。2日目のメインイベントは大放水！初

めて見る大きなホースにこどもも興味津々です。水にぶつか

りにいったり水風船を投げたりして、めいっぱい遊び尽くしま

した。次のオータムキャンプももっと楽しめますように！ 

シニアリーダー2年 たまご 

 

ODS ピザと真夏のアイスクリーム作り 

①7月 25日(月) 住道南小(18名) ②8月 1日(月)灰塚小(19名)  

③8月 2日(火) 氷野小(22名) ④8月 5日(金)泉小（16名）  
⑤8月 9日(火) 諸福小（25名）  ⑥8月 23日(火)四条小(18名) 
天気：①晴れ ②晴れ ③晴れ ④晴れ ⑤晴れ ⑥晴
れ 

キャンピィだいとう 親子ふたりぼっちキャンプ 

日程：8月 20日(土)～21日(日) 

参加者：38名 天気：曇り 

 8月 20日(土)～21日(日)に親子ふたりぼっちキャンプが

ありました。今回は、19家族 38名の親子が参加し、1泊 2

日の間、親子だけで自炊やたくさんの体験プログラムをしま

した。1 日目は、2 人で協力してカレーを作り、夜には、ソ

ルトキャンドル作りや飯盛山へのナイトハイクを楽しみまし

た。家族で山頂を目指し、山頂での景色はとても綺麗でし

た！2 日目にはアイスと『ねじねじパン』を生地から作りまし

た。完成したパンはモチモチでとても美味しかったです。そ

の後、『レジンクラフト』、『ザリガニ釣り』、『ネイチャービ

ンゴ』の中から選び、自然を満喫できたプログラムでした。

最後に、親子でお互いへのメッセージを書いて交換しまし

た。親子だけでのキャンプは、今年 1 番の夏の思い出にな

りました！ 

担当職員 のっち 

8 月 2 日(火)に『氷野小限定!ODS ピザと真夏のアイスクリ

ーム作り』がありました。キャンプ場に到着して、入所式をして

からまずアイスを作りました。子ども達は材料を自分達で量りま

した。その後、材料の入ったジップロックを氷と塩の入った袋

に入れて、全力でふりました。アイスを作った後はピザを作り

ました。子ども達が自分で材料を量り、こねて、その 生地を

発酵させました。その後、火起こしと具材切りに分かれて活動

しました。そして、生地が発酵した後に、グループのみんな

でトッピングをしました。ピザは焼きたてでみんな美味しそうに

食べていました。最後、キャンプ場を出発する前にみんなでア

イスを食べました。とても冷たくて美味しかったです。子ども達

が自分でできることが増えた 1日でした。  

ボランティアリーダー1年 メラメラ 
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申込み方法 

＜ 行 事 予 定 表 ＞
＊＊＊10月＊＊＊

★ODS 2023！新春餅つき
　 ＆手作りあられ体験
★CS「ダッチオーブンで
　 本格キャンプ飯＆
　 夜の飯盛山探索」
受付開始

＊11月受付事業＊

CS キャンプスクール 小・中学生対象

『ダッチオーブンで本格キャンプ飯＆夜の飯盛山探索』
日 時：3月29日（水)9:30～30日（木）17:00

ネット受付：11月7日(月)12:00～

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

活動場所 ：キャンピィだいとう

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：【マイクロバス利用】 20名 【現地集合・解散】 40名

ODS アウトドアスクール 小・中学生対象

『2023！新春餅つき＆手作りあられ体験』
日 時：1月21日（土） 9:00～16:00

ネット受付：11月7日(月)12:00～

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

活動場所 ：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

定 員：【マイクロバス利用】 20名 【現地集合・解散】 40名

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：10月12日(水)・10月27日(木)  （毎月第2,4水曜日）
※10月2回目は木曜日開催です。ご注意ください。

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

大東市青少年協会

予約なし

参加費無料

おとな・ファミリー部

『お味噌作りを楽しむ会』
日 時：11月27日(日)10:00～16:00  

ネット受付：10月7日(金)12:00～

活動場所 ：キャンピィだいとう (現地集合・解散)

参 加 費 ：おとな 2,000円 / 3歳～中学生 1,800円 / 1～2歳 1,000円

材 料 費 ：3.5ｋｇ3,800円 7ｋｇ6,800円 14ｋｇ13,200円 ※材料だけの購入はできません。

対 象：家族 ※個人・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。

定 員：70名 ※お味噌を作らない方は参加できません。

ダッチオーブンを使って、最高のキャンプ料理を作りませんか？大きなお肉や丸ごと野菜もしっとり焼

きあがります。夜は飯盛山を探索して、山頂からの夜景を楽しもう。

日本の伝統行事、餅つきで新年を祝おう！臼と杵の昔ながらの方法でつきあげます。

あられ作りにも挑戦！いろんな味や形を楽しもう。

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。

国産の大豆、麹、塩を使って味噌作り。大豆を炊く作業は大変ですが、出来上がった

お味噌は大好評。昼食はお味噌料理が味わえます。

今年も秋になり、涼しい季節になりました。自然の景色や生き物も夏とは

変わり始めます。秋の自然の中でキャンプを楽しんでみませんか？

日帰りでも宿泊でもぜひ、キャンピィだいとうをご利用ください。
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