豊田市総合野外センター

平 成 31年 ４ 月 30日

３号

田植えの支度が整った田んぼから、かえるの鳴き声が響き渡ります。六所は、すっかり春になりました。平成
の元号も、あとわずか。世の中の変遷がある一方、自然の世界は悠々と流れているように感じます。
総合野外センターは、中学校の利用に始まり、こども園・幼稚園、そして、子ども会やボーイスカウトのみな
さんを迎え、キャンプ場らしい活況のときとなっています。気温もぐんぐん上がり、夏日の気候にもなりますが、
肌寒い日もあります。来所の際には、寒暖の差に留意してください。

なんのため
総合野外センターの利用期間は、大
別するとおよそ次のようになります。

てるかなどについて検討します。その

それから間もなく、こんなことがあり

中で重要なことは、何をめざしている

ましたので、運動広場の楽しさや魅力

かということです。

について、再度、お伝えします。

野外センターの事業は、青少年の健

先号では、運動広場について、

＜滞在期間＞

全育成に寄与するという大きな目的が

〇広々とした、景色抜群の場所

①

宿泊…一泊二日、二泊三日

あります。さらに、自然環境を最大限

〇各種の遊具の設置

②

日帰り…dayキャンプ、遠足など

に生かし、山の生活を通じて自然観を

〇無料の貸出品が充実

養い、心と体の成長を支援します。

ということをお知らせしました。

＜宿泊場所＞
①

テント

このような思いの中、次のような投

〇常設テント…ファミリーサイト
(25張)
Aサイト(20張)
〇設営テント…Bサイト、Cサイト
Dサイト、Ｅサイト
②

稿文を見ました。まさに、本センター

員の会話です。

が日ごろから心がけていることです。

お客様…場内のアスレチックを利用し

ご利用のみなさまも、ぜひ、参考にし
てください。
ＣＡＭＰＩＮＧ １８８(2018 春)

自然の家
〇２階…20室

〇３階…２室

業参加(ファミリーキャンプなど)
それぞれの団体ともに、対象者、時

山本直輝氏(公益財団法人ハーモニ

期、内容、活動の目的などにより、特

ィセンター事務局長補佐)が寄稿され

色ある取組を展開しています。

た文章の一節です。

＜主体＞
小中学校、こども園・幼稚園など
の公的機関の利用
②

たいのですが。
所員……アスレチックの利用には所員
が付き添う規則です。本施設
利用の場合は、担当所員がつ

「ウケ」か「深さ」か
キャンプを実施する上で一番大
切なのは、「どんな力を子ども達
に身につけてほしいか」
、また「何
を子ども達に伝えたいか」。そし
て、いつ・どこで・どんなプロ
グラムで子ども達に伝えるか、
です。ついついキャンプをやっ
ていると、参加者数を求めてし
まい「ウケ」をねらってしまう
ことがありますが、そもそもそ
のキャンプを始めた意味やねら
いを忘れてしまっては本末転倒。

①

以下は、予約なしで来所された方と所

子ども会、ボーイスカウトを始め
とする青少年の育成団体

③

各種公的機関の研修や講習

④

野外センター主催・共催の各種事

このうち、④の本センターが主催・
共催する事業については、参加者は誰

続「運動広場は
夢いっぱい

いて対応できるのですが、当
日来所やセンター利用ではな
い場合は、お断りしています。
お客様…そうですか。天気もいいし、
六所へ行けば、何か遊べると
思ってきたのに。残念です。
所員……アスレチックの利用はできま
せんが、運動広場を開放して
いますので、そちらはご自由
に利用できますが。
お客様…運動広場って、どこにあるの
ですか。子ども会でも野外セ
ンターを使っていますが、運
動広場のことは知りませんで
した。

か、いつ・どの時期に実施するか、内

先号で運動広場を利用し、元気いっ

所員……それはよかった。せっかく六

容・目的は何か、予算をどのように立

ぱいに遊ぶ幼稚園児を紹介しました。

所まで来ていただいたのです

から、ぜひ、運動広場を使っ

限られた時間ではありましたが、こ

てください。運動広場は、あ

のお客様の家族や、何組かの家族は、

今度は、どうでしょう。正解は、青

の道を行けば、10分ほどで

運動広場で「春の遠足」を満喫されま

空をゆくジェット機と、その後ろに続

着きます。

した。運動広場の利用や詳しい説明な

く飛行機雲でした。六所の空は限りな

管理室前に「利用の名簿」が

ど、何でも総合野外センターまでお問

く広く、飛び交う飛行機雲でした。こ

ありますから、それに記入し

い合わせください。春のピクニック気

の飛行機雲を見るのは六所の「自然観

ていただければ、ご自由に使

分を味わうには、安心・簡単・お手軽

察？」の一つです。これは、１機の写

えます。大人の方が付き添っ

・お値打ちな施設と、お勧めします。

真ですが、２機、３機、それ以上の飛

ていただければ、小さなお子

でした。再度、掲載します。

行機が、同時に、あるいは少しずつ間

様でも十分に楽しめる遊具が

を置いて飛来します。その後ろに続く

これは、何？

ありますし、倉庫には無料の

飛行機雲。ときの経つのも忘れ、しば

貸出グッズがあります。すべ

「三日坊主」ならぬ「一号坊主」を

て無料です。これが貸出グッ

覚悟で発行し、３号にたどり着きまし

大きな空と、そこに描かれた人工の

ズの一覧です。

た。先号の写真について、お問い合わ

美しさ。二つが織りなす景色は、六所

せがありました。

の名物だと確信しています。飛行機の

「２号に、空に白い線がついた写真
が載っていましたが、あれは流れ星で

し見とれるほどの爽快さです。

エンジン音が轟いたら、ぜひ、空を見
上げてください。

すか」

じゃぶじゃぶ池

ありがとうございます。ついついう
っかりして、写真の説明を入れません

六所の、ある場所です。タイトルに
出てますが、じゃぶじゃぶ池です。

冬の間に貯まった山の土をかき出し
ました。じゃぶじゃぶ池も準備万端で
す。子どもたちの歓声が響くことを思
いつつ整備に汗を流しました。きれい
になったじゃぶじゃぶ池、ぜひ、上の
道からご覧ください。

魂知和
便 利 や 効 率 の陰 に 隠 れ 、 大切

なことが忘れられる…そんなことを書いた。

洗 面 所やト イレ の水 は、手 をか ざせ ば出て

くる 。蛇 口に 触れず 、一 回分 の手洗 いに 必

要な 水 が流れ る。 自動 ドアは 、そ の付 近に

立 てば 人を 感知 して開 く。 自動 照明も しか

り 。 最近 の自動 ドア は、 通行人 まで 感知し

て開 閉を 繰り 返す ため、 ドア の取っ 手近 く

に 手を かざ すこと でド アが開 く仕 組み にな

った▼このような習慣の中 、「自動」でない

仕 組 みに 出会う と、 戸惑 ってし まう こと が

ある 。自 動で ない ドアの 前で 一瞬 立ち止 ま

っ て待 った り、蛇 口が ある 水道に 手を 伸ば

し た りして しま う。 この一 瞬の 間の 中、世

の中 の全 てが 自動で はな いこ とに気 づく ▼

カメ ラ つきの 携帯 電話 が当た り前 になっ て

久 しい 。カ メラの 画素 数や 操作性 、デ ータ

や 画 像処理 など 、ま さに電 子化 時代 の代表

となった。通信やパソコン機能まで備わり、

一 台あ れば多 くの こと ができ る万 能機 器に

上 りつ めた 。一 時期、 携帯 で写 真を撮 るの

は … とい う議論 もあ った が、普 及率 増加 と

機能 充実 はそ うい うもの を一 気に 吹き飛 ば

し た▼ 機器 の発達 は新 しい文 化を 起こ す。

そ し て、便 利さ は簡素 化や 効率 化につ なが

る 。 その 一方で 、自 然の 猛威の 前に は無 力

の体 をさ らす 。自 然を自 由に 操る などと い

う 大そ れた 願いで はな いが 、安全 や安 心に

つ な がる「 便利 や簡 素」も 待ち 遠し い。事

故や災害が続く昨今 、このことを強く思う。

