


 

 

『クロロフィル』より分解されるのが遅いので、 

残った『カロチノイド』で葉っぱが黄色く見える！ 

＝『黄葉』（こうよう） 

『クロロフィル』が 

分解されるときに、 

赤や紫に見える色素 

『アントシアニン』 

が作られて葉っぱが赤く見える！ 

＝『紅葉』（こうよう） 

関わってくださるすべての人へ、 

『イキイキ』『わくわく』を届けるために。 

ご寄付でのサポートを募集しています。 

 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→ 

キャンピィ大作戦を実施しました！ 

葉っぱが色づくしくみ 
気温がぐっと下がるこの時期は、 

そろそろ紅葉・黄葉が見頃ですね！ 

どうして秋になると葉の色ががらりと

変わるのか、知っていますか？ 

植物は、 

太陽の光・水・二酸化炭素 

から養分を作る（光合成）。 

そのとき、光の吸収を頑張るのが 

『クロロフィル』という色素 

葉っぱの緑色の正体でもあるよ！ 

秋になると…… 

気温が下がり、日照時間も短く。 

→うまく養分が作れない！ 

 使えるエネルギー量が減る 

→植物は省エネモードに      

①緑の色素『クロロフィル』を分解！ 

 →養分として幹に送り出す 

 →葉の緑色は薄く見えるように。 

②幹と葉の間に『離層』を作る！ 

 水や養分のやりとりを減らして 

 エネルギーを温存。 

実は葉の中にずっといた 

黄色く見える色素 

『カロチノイド』 

別の木では…… 

秋ならではの風物詩 

離層 

きれいな紅葉の 3条件！ 
① 昼と夜の寒暖差が大きい 
② 直射日光がよく当たる 
③ 適度な湿度がある 

最低気温が 8℃を 

下回ってから 3週間

くらいが見頃の目安 

と言われます       

レッツ紅葉予想！ 

いつもはクロロフィルに 

隠れているけれど…… 

キャンピィだいとうの施設整備を行う『キャンピィ大作

戦』！今回は、当協会の協会員と高校生リーダー総勢 16

名が集まりました。利用者のみなさまに安全にご利用いた

だけるように、リスクの洗い出しをしたり、よりよくするた

めの提案を出し合ったりしました。 

その他、貸出備品のテントや寝袋の状態確認なども行い

ました。これからますます快適に施設を利用していただくた

めの、大事な１日となりました！ 

※利用者用貸出テントは 9名用サイズのみとなりました。 

イチョウ、ブナ、 

カラマツなど 

モミジ、ハゼノキ、 

ドウダンツツジなど 

りそう 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋の高校生キャンプ 

日程：9月１８日(日)～１９日(月・祝) 

参加者：２８名 天気：曇り 

９月１８日〜１９日で秋の高校生キャンプをしました。３年ぶり

の高校生キャンプでしたが、台風１４号の影響もあり、時間

短縮で開催しました。参加者の約半数が外部からの参加だ

ったので、リーダーも少し緊張していましたが、多くの人と

関わることができ、いいキャンプになりました。１日目は、

『人生ゲーム』をしました。ゲームを細かく再現した面白いマ

スがたくさんあり、すごく楽しかったです。夜は２～３人のチ

ームで分かれて、ナイトハイクに行きました。二日目は、台

風接近に伴い、昼に解散となり、予定より早起きになりまし

たが、みんなしっかり起床し、良い一日の始まりになりまし

た。２日目の活動は１時間だけでしたが、その１時間で協力

して、きれいにキャンプ場を掃除することができました。外

部の参加者も「楽しかった！」「キャンプリーダーをやってみ

たい」と言ってくれる子がいて、とても嬉しかったです。最高

の時間を過ごせました！ 

シニアリーダー１年：こむぎ 

 ９月１１日(日)に、フレッシュ（小６）だけで下期生合宿を行

いました。初めのうちは、他校の子と同じ班でかなり緊張し

ている様子が見られましたが、みんなでゲーム大会や自炊

をして、初めて話す子とも、仲良くなることができました。          

自炊では、みんなでオムライスを作りました。班ごとに、

役割分担しながら、ケチャップライスと卵を焼き、１つの巨大

なオムライスを作ることができました。今年は、DAC創立50

周年。ケチャップで『DAC 50』と描かれた大きなオムライス

と、デザートのフルーツポンチをみんなで食べました。あっ

という間の 1 日で、初めてフレッシュだけで活動でき、良い１

日となりました。次の例会では、上期生と一緒に DAC の活

動を盛り上げていってほしいなと思います！ 

担当職員：トッポ 

大東アドベンチャークラブ （DAC） 

上期生合宿 
日程：９月２４日(土)～２５日(日) 

 参加者：４５名 天気：晴れ 

 大東アドベンチャークラブ（DAC） 

下期生合宿 
日程：9月 11日(日) 参加者：３３名 天気：晴れ   

8月例会がコロナ感染拡大の影響で中止になり、ミドル(中

２)と新たに上期生となったジュニア(中１)で活動しました。1

日目には、ロープ講習やテント設営を行いました。上期生

としてスキルアップを目指しました。夕食には、『カレーとナ

ン』を作りました。『ナン』はお店のようなアツアツモチモチ

な物ができました。２日目は、なんとリーダー(中３)がサプ

ライズで登場し、真の DAC っ子になる為の儀式を行いまし

た。３年ぶりの儀式は、緊張感漂うものとなりました。最後

に、いいもりぷらざで『リーダー引退セレモ二―』を行いまし

た。コロナ禍であまり活動できませんでしたが、この日はリ

ーダー２０人、全員が集まりました。リーダーのみんなお疲

れ様でした！ありがとう！そして、昼間に行われた『会

長・副会長選挙』の結果を発表し、４８期生の会長と副会長

が誕生しました！これからの DACが楽しみです！ 

 ボランティアリーダー４年：マーベル 

ほうかご BaｓeCamp 

開催日：９月１５日（木）・２８日(水) 

 
 9月のほうかご BaseCampでは、２日程で、小・中

学生、高校生、大学生の参加者が延べ３０人以上も来

てくれました。ハロウィンが近づいているということで

（ちょっぴり早いですが……笑）、モンスターバックを作

ったり、お部屋の飾り付けをしたりしました。モンスター

バックは、スタッフと一緒に作り方を見ながら、「何を描

こうかな？」「リボンは何色にしよう？」と、オリジナリテ

ィあふれる可愛いものを作っていました！他にも、宿題

を頑張ったり、丁寧に描いた絵をスタッフに見せてくれ

たり、みんな思い思いに過ごしていましたよ。 

１０月のほうかご BaseＣampも、まだまだ楽しいハロ

ウィンムード！みんなが作った飾りを使い、宝探しをし

て、お菓子もプレゼントする予定です。１１月は秋の勉

強応援月間、1２月はクリスマスと、楽しみめじろおし

です。学生のみなさん、気軽に来てみてくださいね！ 

担当職員：なっちー 
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申込み方法 

＜ 行 事 予 定 表 ＞
＊＊＊11月＊＊＊

★ODS『バームクーヘンde
　 バレンタインスイーツ作り』
★クッキングスタジオ
    『ゆっくり焚き火DAY』
受付開始

＊12月受付事業＊

キャンピィクッキングスタジオ

『ゆっくり焚き火DAY』 &キャンプ飯を作ろう！

日 時：2023年 2月 26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：12月7日(水)12:00～2月19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）

『バームクーヘンdeバレンタインスイーツ作り』
日 時：2023年 2月12日（日） 9:00～16:00

ネット受付：12月7日(水)12:00～1月29日(日)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

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：2022年 11月9日(水)・11月24日(木)  （毎月第2,4水曜日）

14:30～19:30（小学生は17時まで）

※11月24日は、木曜日の開催です。ご注意ください

場 所：大東市立総合文化センター2F こみってぃさろん

お問い合わせ

親子でもっと遊ぼうDAY

『シカ皮コインケースを作ろう』
日 時：2023年 3月12日(日)11:00～15:00  

※10:00～16:00の間、プログラム以外の時間はキャンピィだいとうでお過ごしいただけます。

ネット受付：1月7日(土)～3月5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 1,200円 3歳～中学生 1,100円
※2歳以下は無料ですが、クラフトをする場合は有料です。

対 象：家族 ※大人だけ・お子様だけでの参加はできません。

焚き火を使ってキャンプ飯！火を見て心を落ち着けたり、料理を作ったり、焚き火を

とことん楽しみましょう！ぜひご参加ください。

バームクーヘンを手作りして、甘い一日を楽しもう。チョコをかけてデコレーションすれば

特別なスイーツのできあがり。

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。

キャンピィだいとうでリフレッシュしながら、親子一緒に自然の中でクラフト体験。

今回は、シカの皮を使ってコインケースを作ります。自分だけのコインケースを作りましょう！

冬も近づき肌寒い季節になりました。焚き火で体を温め、気持ちをリラックスしにキャ

ンプをしませんか？キャンピィだいとうでは、焚き火セットの貸し出しをしています。ぜひ

キャンピィだいとうへお越しください。

小・中学生対象

おとな・ファミリー対象

ファミリー対象

小・中・高・大学生対象


