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国立オリンピック記念青少年総合センター

子どもゆめ基金助成事業

記念講演　日本の障がい者キャンプはこうして始まった 
　11月11日（土）13:30 - 14:30　センター棟 309 
　石田 易司氏　桃山学院大学/ (NPO)キャンピズ 
　1948年、京都府生まれ。大学1年の時にボランティアでアサヒキャンプカウンセ
ラーとなり肢体不自由児キャンプに出会います。1973年、朝日新聞社に入社後、自
閉症児、ベトナムからのボートピープル、ハンセン病患者、認知症高齢者などの様々
な対象のキャンプを実施しました。1998年桃山学院大学社会学部教授に。同時に障
がい者や高齢者のキャンプを支援するNPO「キャンピズ」設立。現在に至ります。 
　今日は日本で最初のスペシャルニーズキャンプに関わった小西孝彦氏を中心に、日本のスペシャルニーズキャ
ンプの先駆者だったアサヒキャンプがどういう意図で、どういうキャンプをしてきたのかを話してみようと
思います。

主催：スペシャルニーズ・キャンプ・ネットワーク 
後援：公益社団法人日本キャンプ協会（ビジョン2020推進事業）



②キャンプ×ネット依存 
11月11日（土）15:30    309 
善如寺 翔子 

（国立青少年教育振興機構） 
　スマートフォン等の新たな情報機器
の普及に伴い、インターネットの長時
間利用における生活習慣の乱れが指摘
されています。そのため、平成26年度
より上記事業について文部科学省の委
託を受け、国立病院機構久里浜医療セ
ンターと連携し、ネット依存傾向の青
少年を対象に８泊９日の宿泊体験事業
を実施しています。事業の目的は、ネッ
ト依存状態からの
脱却におけるきっ
かけづくり及び基
本的生活習慣の確
立です。

分科会　11月11日(土)15:00～ ①②③　11月12日(日) 9:00～ ④⑤⑥　10:00～ ⑦⑧⑨

わかちあう

①キャンプ×グリーフ 
11月11日（土）15:30    514 
高橋 聡美（防衛医科大学） 
　アメリカの遺児のケア施設Dougy 
CenterおよびKids Hurt tooにてトレー
ニングを行い、2010年より仙台市で
死別体験をした子どものサポートプロ
グラムをスタート。あしなが育英会と
共同でグリーフキャンプを実施してい
ます。アメリカでは論文でグリーフキャ
ンプの効果が示され、500か所以上あ
る子どものグリーフサポートの場が、
わが国では25か所程度にとどまり、
実践例もわずかで
す。今後、グリー
フキャンプを浸透
させていくための
課題を示したいと
思います。

⑥キャンプ×シニア 
11月12日（日）9:00    514 
則包 正人（NPO法人キャンピズ） 
　1978年大阪生まれ。子どものころ
から知的障がいのある人とふれあう事
が多く、20年前、介護福祉士養成校
に通っている時に障がい者キャンプと
出会い魅力を知りました。介護老人保
健施設に就職後も仕事と並行してキャ
ンプ活動を継続します。シニアキャン
プのディレクターとして15年務める中、
施設内と野外でのキャンパーの表情の
違いを目の当たりにします。 
分科会ではシニア
キャンプからユニ
バーサルキャンプ
へ（4世代交流キャ
ンプ）というテー
マでお話します。

⑧キャンプ×視覚障がい 
11月12日（日）10:00    402 
木本 多美子（NPO モンキーマジック） 
　モンキーマジックは「見えない壁だっ
て越えられる」をコンセプトに、フリー
クライミングを通して、視覚障害者を
はじめとする人々の可能性を広げる目
的で活動しているNPO法人です。私は
これまでに色んな視覚障がい児のキャ
ンプやアウトドアアクティビティにト
ライして、色んな失敗もありましたが、
たくさんの笑顔もありました。当日は
みなさんと、どんな活動をしているの
かや失敗や笑顔の
情報共有を通して、
今後の視覚障がい
児者のキ活動の発
展を考えていきた
いと思います。

シンポジウム		キャンプは誰にとっても楽しい？ 
　11月12日（日）11:00 - 12:30　センター棟 402 
＜話題提供者＞ 
　若野 貴司氏　そらぷちキッズキャンプ：プログラム提供者の立場から 
　大阪出身。学生時代から障がいがある子ども達との自然体験に魅せられ、小学校の教員を経て、その魅力を追い求
め渡米。レクリエーションを治療に役立てるセラピューティックレクリエーションを学び、全米認定のレクリエーショ
ン専門資格を取得し帰国します。2012年より(公財)そらぷちキッズキャンプのプログラムディレクターに。 
　そらぷちでは、キャンプが、病気とたたかう子ども達とその家族の「明日を生きるエネルギー」になることを目指し
ています。そらぷちの遊びの実践例を紹介しながら、子どもと家族が中心となる楽しい時間をどのように創っていける
のか、皆さんと一緒に考えたいと思います。 

仁田坂 和夫氏　東京都知的障害者育成会：支援者の立場から 
　私は、知的障害者の方の暮らしの場での支援を続けてきました。20年前に、仲間とともに山梨県
の白州町に「木の実の森」という拠点をに作りました。以来、サマーキャンプや誰もが楽しめる野
外コンサートなどの活動を続けています。キャンプで出会い、つながり、活動を共有して生きてい
く、マイオールドフレンドと言える仲間が増えていく・・。共に作るキャンプを今は楽しいと感じ
ています。 

太田 修嗣氏　NPO法人くるみ-来未：保護者の立場から 
　2001年、知的障害と自閉症のある息子、直樹が誕生。地域の小・中学校の特別支援学級を
卒業後、県内の特別支援学校に進学し現在高等部2年生。 
　息子との生活を送る中で「自閉症や他の生きづらさを感じる人の支援活動を行いたい」と思
うようになり、2014年「NPO法人くるみ－来未」を設立。会社員生活の傍ら『多様な特性の
ある人が、地域で自立して豊かに生きることができる社会づくり』を目指して活動中です。

まなぶ

④キャンプ×知的•発達障がい 
11月12日（日）9:00    402 
花田 道子（九州共立大学） 
　大学で屋久島キャンプ実習を担当し、
2000年より学生と共に知的障がい児
や発達障がい児を対象とした体操教室
を主催。障がいがあっても『自然の中
で活動する楽しさや心地よさ』を体験
してもらおうと『キャンプ』を導入・
実践しています。「多様な子どもの教
育場面でのキャンプの活用」「発達障
がいを理解すること」「どんなことに
気をつけてキャンプを行っているか」
等を紹介し、「障
害があっても楽し
めるプログラムの
アレンジ」につい
て、みなさんと考
えたいと思います。

つどう

③キャンプ×聴覚障がい 
11月11日（土）15:30    309 
針ヶ谷 雅子（明治大学） 
　大学時代から25年以上、専門分野
として携わってきた野外教育ですが、
ろうの子どもたちのキャンプとの出会
いが、新しい世界を広げてくれました。
みんな一緒に成長していく、そんなアッ
トホームな活動・付き合いが続けられ
たら、と思っています。聴覚障がいや
ろうの子どもがちゃんとコミュニケー
ションできる安全で楽しい野外活動の
機会について、聴覚障がいの特徴や社
会との関わりにも
触れながら、でき
れば当事者の意見
も聞きながら、み
なさんと考えたい
と思います。

⑦キャンプ×不登校 
11月12日（日）10:00    402 
太田 正義（常葉大学） 
　静岡県で支援が必要な子どもたちに
体験活動を提供するNPOをやってい
ます。平成5年から取り組んでいる不
登校の子どもたちを対象としたキャン
プの紹介をします。不登校とは、単に
学校に行っていない状態を表す言葉な
ので、その背景や原因は様々です。不
登校の状態にある子ども達のキャンプ
では、どんなことに配慮すればいいの
か？実際にあったいくつかの事例から、
プログラムの内容
や提供の仕方、指
導者の関わり等に
ついて、参加者の
皆さんと考えてい
きたいと思います。

⑨キャンプ×肢体不自由 
11月12日（日）10:00    514 
三浦 壮一郎（東京YMCA） 
　1978年静岡県生まれ。YMCAの少
年長期キャンプ「野尻学荘」、東京-
フロストバレーYMCAパートナーシッ
プ他、多くのキャンプを経験し、現在
は東京YMCA山手コミュニティーセ
ンターに勤務。 
　「手足の不自由な子どものキャンプ」
は、日本肢体不自由児協会、毎日新聞
社会福祉事業団、東京YMCAの３団
体が共催する障害児を対象とした組織
キャンプです。今
年で61回目を迎
えたその歩みと現
状、課題等の概況
をお話しします。

⑤キャンプ×慢性疾患 
11月12日（日）9:00    402 
鈴木 千琴（Family Agency理事） 
　看護学生の時にFamily Agencyの
キャンプに参加し、病気の子どもとそ
の家族が笑顔で過ごすことのできるキャ
ンプ活動に魅了されました。現在はキャ
ンプ中の子どもの健康・医療面のサポー
トを中心に行なっています。小児がん
や慢性疾患を持つ子どもとその家族が
キャンプに参加する思いや、成長した
子どもがボランティアとしてキャンプ
を支える側になった活動の様子などの
話題を提供し、キャ
ンプを継続してい
くための課題や方
向性についてみな
さんと意見交換を
したいと思います。



	インフォメーション	
・受付はセンター棟108号室です。ご質問、ご要望もこちらにお願いします。 
・会場となるセンター棟の部屋や、食堂、休憩場所などの施設については、別
紙（平面図）をご参照ください。 

・宿泊につきましては、別紙をご確認ください。

What is SNCN? 
　日本では、障がいや疾患をも
つ子どもや、高齢者など、その
時々の社会的課題に対応したキャ
ンプが行われてきましたが、そ
れぞれの団体は自分たちの事業
を行うことで精一杯でした。そ
れらをつなげることで、互いに
励まし合い学び合い、より良い
支援の方法を見出したり、新た
な取り組みが生まれる･・。ス
ペシャルニーズ・キャンプ・ネッ
トワークは、SNCに関する情報
発信、調査研究、交流事業、プ
ログラム開発等を通し、SNCの
社会的な価値を高め、財政支援
を集めながら、すべての人に”とっ
ておきの体験”を提供し、社会
に貢献しようとするものです。

全体交流セッション	
11月11日（土）17:00 -18:00  

センター棟 309 
　スペシャルニーズ・キャンプを入口に私たちが
目指すユニバーサルな社会は、多様な一人ひとり
の存在によって色鮮やかに創られる社会です。 
　スペシャルニーズ・キャンプを実践している
人、研究している人、興味がある人。多様な人た
ちに全国各地からお集まりいただくこの機会に、
私たちが抱えている未来や希望、感じている課題
や難しさ、始めてみたい取り組みなど、ざっくば
らんに話をする場にしたいと思います。フォーラ
ム初日のみご参加の方も、ぜひお出でください！
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12:15 受付開始（108） 

13:00 開会式（309） 
13:30 記念講演（309） 
   | 
14:30 

15:30 分科会 ①②③ 
   |   
16:30 
17:00 全体セッション 

（309） 

18:30 懇親会（D棟9F） 
  （20:00ごろまで） 

  8:30 受付開始（108） 
  9:00 分科会④⑤⑥ 

10:00 分科会⑦⑧⑨ 

11:00 シンポジウム 
   |　　　　　　  （402） 
   | 
12:30 
12:45 閉会式（402） 

 大会事務局・お問い合わせ 
　●SNCN公式ウェブサイト 
　　http://sn-camp-net.wixsite.com/sn-camp-net 
　●お問い合わせ 
　　国立オリンピック記念青少年総合センター内　日本キャンプ協会 SNCN担当：前田 
　　　電話：080-4244-9696　Eメール：sn.camp.net@gmail.com

	寄付のお願い	
　このネットワークは、目の前にいるスペシャルニーズのある人たちにキャ
ンプを届けようとする人たちを少しでもサポートをしたいという思いで、有
志が始めたものです。皆様からの経済的な支援をいただくことで、継続的な
活動につなげることができます。頂いた寄付金は下記の目的に使用します。 
①スペシャルニーズ・キャンプに関する勉強会や情報交換の機会を提供 
②スペシャルニーズ・キャンプを行っている全国の個人や組織、団体の情
報を集約・共有 

③スペシャルニーズ・キャンプ実施に関わる様々な支援（指導者の派遣、
スタッフトレーニング、コンサルティングなど） 

➡ご寄付をいただける場合は下記口座までお振り込みください。 
　　振込先：みずほ銀行　日吉支店（店番号556）普通1349160 
　　　　　　スペシャルニーズ　キャンプ　ネットワーク 
　　　　　　※振込のほか、フォーラム当日にいただくことも可能です。　

		懇親会			レストランさくら（D棟9F）	
 会費：一般3,000円  学生2,000円 
懇親会に参加される方は直接レストランさくら
にお越しいただき、会費をお支払いください。
当日飛び入りも歓迎です! 話し足りなかったこ
と、もっと聞きたかったこと、こちらでどうぞ！

分科会 部屋

①グリーフ 514

②ネット依存 309

③聴覚障がい 309

④発達障がい 402

⑤慢性疾患 402

⑥シニア 514

⑦不登校 402

⑧視覚障がい 402

⑨肢体不自由 514
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