


 

10月から 11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→ 

消防学校のみなさまに整備して頂きました！ 

 10月 27日（日）、大阪府立消防学校の初任教育生のみ

なさまが、訓練の一環としてキャンプ場の施設整備を行っ

てくださいました。100名以上の教育生が 20グループに

分かれ、斜面の草刈り、突出している木の根の除去、薪

割りなどを行いました。 

圧巻だったのは、少人数では到底運ぶことの出来ない

テント倉庫を、20名がかりで南池階段前から PA広場まで

運び出し移動してくださった事！いつも、ご協力ありがとう

ございます！ 

クリスマスを彩る植物 

ポインセチア 

花言葉 
『祝福する』 
『聖夜』 
『幸運を祈る』 

など 

セイヨウヒイラギ 
花言葉 
『永遠の輝き』 
『神を信じます』 

など 

日本には明治時代ごろに伝わった植物。 

昔は『猩々木（しょうじょうぼく）』 

という和名で呼ばれていました。 

 
あざやかなクリスマスカラーが特徴的！ 

赤は『キリストの流した血の色』、 

緑は『永遠の命や愛』 

白は『純血』 ……を表すとされます。 

花や苞は、キリストの誕生を伝えたベツレヘムの星に似た形をしています☆ 

実は 

寒さに弱い！ 

赤い部分は 

『苞（ほう）』 

という葉っぱ！ 

花は中央の 

蕾のような 

部分。 

葉の縁のギザギザ 
部分は『鋸歯（きょし）』 
という名前 

『クリスマス・ホーリー』とも呼ばれています。 

セイヨウヒイラギはモチノキ科。日本の節分などで使われる

ヒイラギはモクセイ科なので、実は違う分類です！ 

分類は違いますが、セイヨウヒイラギも日本のヒイラギも、

魔除け効果があると言われています。 

西井 久義  ㈱大東ホンダ販売  松本みさと  井出上一夫 
（順不同敬称略） 



 

 

１０月９日（日）にキャンピィ大作戦を行いました。シニア

リーダーと協会員の方々にも集まっていただき、キャンプ

場の点検や修理をしました。具体的には危険箇所がない

かのチェックや、テントやシュラフなどの貸し出し物品の

破損チェックなどを行いました。キャンプ場を利用してくだ

さる方やキャンプに来てくれる子ども達が安全に過ごせる

ようなキャンプ場を維持するために、一生懸命行いまし

た。午後からは雨が降り、天候には恵まれなかったです

が、最後まで怪我なく終えることが出来ました。キャンプ

場がますます発展し、たくさんの人に利用してもらえるよう

にこれからもきれいにキャンプ場を使っていきたいと思った

1日でした！  

シニアリーダー１年 あんぱん 

１０月２２日(土)に『ODS ハロウィン料理とジャック・オ・ラ

ンタン作り』がありました。キャンプ場に集合し、『ジャック・

オ・ランタン』作りをしました。刃物を使うのが初めての子が

多く、ワクワクした様子で個性豊かな顔を彫っていました。そ

してカボチャ型のおにぎりを作りました。お昼からはハロウィ

ンパーティ！『ジャック・オ・ランタン』の点灯式では、個性

的なランタンが灯っていてとても綺麗でした。パーティの途

中、怪物『ジャック・オ・メラメラ』が現れ、お化けに奪われ

たメラメラの魂を、「トリックオアトリート」と言い取り戻さないと

いけないハプニングが発生！無事、全班魂を取り戻し『ジャ

ック・オ・メラメラ』は退散しました。リーダーのハロウィンシ

ョーはみんなとても楽しんでいる様子でした。短い時間でした

が楽しいハロウィンになりました。  

シニアリーダー１年 ろん 

１０月９日(日)に DAC１０月例会がありました。 

今年の１０月例会は、１１月例会の遠足に着ていく、タイダ

イ染めのＴシャツを作りました。タイダイ染めは、縛り方で

模様が変わるので、班で作り方の用紙を見て、縛り方や３

色の色を選びながら、山を登りました。キャンプ場につく

と、すぐに T シャツ作りを開始しました。T シャツを縛っ

て、インクが染まりやすくする液をかけました。綺麗にイン

クをかけるのは難しそうでした。色止め材をかけて 30分時

間をおいて、洗い流すと、きれいなタイダイ染めができま

した。雨で Tシャツを乾かす時間もなかったですが、11月

例会で着るのが楽しみになった 1日でした。 

ボランティアリーダー４年 マーベル 

キャンピィ大作戦 

日程：10月 9日（日） 

参加者：１６名 天気：曇り/雨 

大東アドベンチャークラブ（DAC） 

日程：10月 9日（日） 

参加者：５５名 天気：曇り/雨 

ODS ハロウィン料理とジャック・オ・ランタン作り 

日程：10月 22日(土) 

参加者：４７名 天気：晴れ 

10 月 18 日（火）、ボランティアリーダーを対象にクリスマス

派遣に向けてのリーダー講座③がありました。講座では、ク

リスマス派遣でのチーフの役割や、スケジュールを知りまし

た。また、３グループに分かれて、本番と同じシミュレーショ

ンでこども会との打ち合わせの練習をしました。本番や育成

者の方との打ち合わせは、緊張感を持って取り組もうと思いま

した。その後は打ち合わせをした内容をもとに実際にプログ

ラムの組み立てを行い、グループごとで発表しました。クリ

スマス会では、地域の子ども達と遊べるのでとても楽しみで

す！楽しいクリスマス会にするため、私たちは、打ち合わせ

や本番に向けしっかり準備していきたいなと思いました。 

ボランティアリーダー3年 ホルモン 

リーダー講座③ 

日程：10月 18日(火) 

参加者：１３名 
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申込み方法 

＜ 行 事 予 定 表 ＞
＊＊＊12月＊＊＊

★ODS『ぜんぶ手作り！
　まきまきパンとフルーツジャム』
★親子でもっと遊ぼうDAY
　『シカ皮コインケースを作ろう』
   受付開始

＊1月受付開始事業＊

キャンピィだいとう
及び青少年ルーム

年末年始休館
（12月29日～1月3日）

CS キャンプスクール

『ダッチオーブンで本格キャンプ飯＆夜の飯盛山探索』

日 時：2023年 3月 29日（水)9:00～30日(木)17:00

ネット受付：受付中～3月15日(水)21:00まで

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）

『ぜんぶ手作り！まきまきパンとフルーツジャム』
日 時：2023年 3月4日（土） 9:00～16:00

ネット受付：1月7日(土)12:00～2月18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

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 12月14日(水)・12月28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

お問い合わせ

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  

※10:00～16:00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：12月7日(水)12:00～2月19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 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。

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

焼き上がります。夜は飯盛山を探索して、山頂からの夜景を楽しもう。

かわいくておいしいまきまきパンを生地から手作りしよう。

今回はなんと、パンにつけるジャムまで作っちゃいます！ぜひご賞味あれ！

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。

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。

いよいよ本格的に冬に入り、自然の景色もすっかり変わりました。寒い季節に、焚き火

や温かい料理で温まりませんか？夏とは違う冬ならではの過ごし方をぜひキャンピィだ

いとうでお楽しみください。

小・中学生対象

小・中学生対象

おとな・ファミリー対象

小・中・高・大学生対象


