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暑＋高齢化」を乗り越え、慎重な

最下位から５人は罰ゲームをやら

た数で子どもたちの順位を決め、

１回目のジャンケンは大人も真

されるという遊びです。

剣勝負でしたが、２回目は、大人

判断と工夫によって、子どもも大

る楽しさや喜びを次々に生み出し

はグーしか出さないことを密かに

申し合わせました。途中でそのこ

ていった、創造性豊かなキャンプ

人も、現場にいるからこそ味わえ

子供と大人がジャンケンし、勝っ

最初のゲームはジャンケン大会。

ました。

２時過ぎに開村式とゲームを始め

12

生活だったと言えます。

暑さで疲れた初日の山登り

熱中症寸前にも適切な処置

初日、疲れたのは子供たちも同

じでした。登山口の武生神社入り

口からキャンプ場までの約１時間、

子供たちからは「まだ到着しない

の？」「 あ と 何 キ ロ あ る の？」 と

疲れた最大の原因は暑さです。

いった質問が何回も出ました。

山を登るころは文字通りカンカン

照りで、キャンプ場に到着する前

にダウンしてしまった子どももい

ました。その子どもは先行してい

た市役所の車に迎えに来てもらい、

体調を崩した原因は「熱中症の

キャンプ場まで搬送しました。

一歩手前」だったようですが、管

「とび出さない いったんとまって みぎひだり」（２０１９年 交通安全年間スローガン）

理棟の涼しいところで首を冷やし

ながらしばらく横になっていたら

回復しました。

ゲーム最下位は罰ゲーム

うです。キャンプが終わり、牛久

到着。昼食に各自持参の弁当を食

的確な判断と工夫で喜びを創造
猛暑克服し充実した野外生活
に帰ってきて感想を述べる段にな

やりたくてわざと負ける子も

今年のふれあいキャンプは、８

って、大人から開口一番出た言葉

分にはキャンプ場に

日の３日間、常陸太田市

名、指導者（ボーイスカ

にわたって振り返ってみると、「自
然の中での団体生活」という日常
から切り離された環境の中で、「猛

時

月

６年生
名、市職員９

名でした。

ウト）３名、役員
今年は、皆さんとても疲れたよ

名の総勢

13

午後

竜神ふるさと村キャンプ場で行わ

べると、みんな元気を取り戻し、

19

34

59

しかし３日間の野外生活を細部

が「今年は疲れましたね」。

17

れました。参加したのは小学５、

−

参
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とに気づいた子供は、当然好成績
円を２つ作り、ストローの適切と

う細長い紙２枚で、大きさの違う
う炊飯がすっかり定着しました。

カレー作り。ここ２、３年竹飯ご

女の子は下ごしらえ、男の

作業します。

を挙げましたが、それに最後まで

子はかまどの係に分かれる

の番、特にうちわで火を扇ぐ

傾向があります。男の子は火

のが好きです。今年も大人に

孟宗竹を節の両側で切り落とし、

た竹片で蓋をして火にかける。竹

中には、罰ゲームをやりたくて、 大きさや位置のバランスによって、 こから米と水を入れ、切り落とし

「やめろ」 や
｢ めろ」と静止

真ん中に四角い孔を切り抜き、そ

の香りのする美味しいご飯が炊け

思われる位置に貼り付ければ出来

良く飛ぶか飛ばないか、違いが出
るのです。

上がりです。前の翼と後ろの翼の

ます。前の翼が小さく後ろの翼が

気づかない子供もたくさんいまし

負けるのに一生懸命の子どももい
大きい方が良く飛んでいました。

た。

ました。その子は大人の「グーだ

竹が燃え切ってしまうのではない

が「ぼくにもやらして」と申

ですが、今年は２人の子ども

の３―４倍、 分以上かかります。 け を 作 る 作 業 は 大 人 の 役 割

材木を細く割って焚きつ

いました。

て作ったことがあり、その記憶が

し出て、慎重に鉈（なた）を

炊きあがるのに時間が普通の飯盒

されている子どもが何人も

け」に気づいたのか、首尾良く最
役員の中に、良く飛ぶ飛行機を

ただし、孟宗竹は肉厚なので、

下位５人組に入り、罰としてお尻

ものをいったようです。

かと心配になるぐらい、火にかけ

手間暇かかる竹飯ごう炊飯

に入って、タマネギやジャガイモ

男の子が下ごしらえのグループ

た の は、「 身 の こ な し の 良 い 子 が

けたそうです。ほたる班が優勝し

を１つにして頑張ろう」と呼びか

らには１位を目指し、みんなで心

班マネージャーは「対抗でやるか

を切る姿も見られました。包丁の

竹に米を入れる孔を開ける作業
盛り付けるために竹を割るのも、

扱いは結構器用でした。

も難しいし、炊きあがったご飯を
ご飯がテーブルの上に飛び散らな

使っていました。

て置かないと炊けません。

をコミックに振る演技を披露して、 手際よく作る人がいました。かつ
大いに受けていました。

ストローと紙で円飛行機
飛行距離に体験の差歴然
夕｢食が遅れても こ
｣だわる
初日のメーンイベントは夕食の

いように、丁寧に割る必要があり

」といった要
多かったのでは ････

心｢を１つに 呼｣びかけが奏功

い）という、メンタルな側面も大

をさらに研ぎ澄ました（に違いな

にする集中力が１人１人の記憶力

因だけでなく、みんなで心を１つ

２日目は午前中から夜まで、対

きかったのではないでしょうか。

ゲーム優勝班、４種目で１位
が、それでもかなり時間がかかり

抗ゲーム、流しそうめん、キャン

この種の作業は大人がやります

ます。

ます。そういうわけで、夕ご飯の

プファイアーと、魅力的なアクテ

側の藪（やぶ）に隠された

個の

㍍ほどの山道の両

竹の水路を流れて来るそうめんを

房棟の脇の坂道にしつらえられた

切り出しナイフを使って作り、厨

がありました。竹のお椀と箸を、

流しそうめんは相変わらず人気

遂に実現、スイカ真っ二つ

風物詩「流しそうめん」

開始は、本来なら後片付けが始ま

対抗ゲームで「ホタル班」は、

ィビティーが続きました。

る予定の午後６時を過ぎていまし
た。

食事の用意は２グループで

５種目のうち４種目で１位という

品物を発見し、それが何であるか

すくい上げて食べる。

ぶっちぎりの成績で優勝しました。
ずついる食事係が全員、炊事指導

を記憶し、ゴールしてからその名

下ごしらえ係とかまど係

担当役員の前に集まって、食材を

前をみんなで思い出してノートに

中でも、距離

受け取り、仕事の流れの説明を聞

食事の用意は、６つの班に２人

くところから始まります。子供た

書き出す「キムスゲーム」では満

24

ゲーム開始に当たりホタル班の

やミニトマト、焼きトーモロコシ

かすかな風、流れてくるそうめん

高い緑の木立に囲まれた青い空、
ちは、食材を下ごしらえするグル
カレーを煮るグループに分かれて

ープと、火を起こし、ご飯を炊き、 点を取りました。

30

２番目のゲームはストローと紙
を使う円飛行機づくり。長さの違

40

プの風物詩として、完全に定着し

の醤油の香り――ふれあいキャン

っくりで、淵に到着するのがみん

を歩いて下りました。おっかなび

淵のあるところまで急坂の山道

りの命の洗濯になったようです。

抜けた子供たちにとっては、何よ

で魚のつかみ取り。暑さをくぐり

なったうえに、串を立てかけるた

る必要がなくなり、作業が簡単に

め魚を串に刺すときＳ字形に曲げ

て焼くようになりました。このた

火の周りに立てず、金網に横たえ

３年前から、魚を焼くのに串を

保しました。

ので、少し砂利を掘って水深を確

していることもあって、若い新任

した。人数が減り、役員が高齢化

市の新任職員の参加も２人減りま

今年は役員の参加が３人減り、

渓流で魚のつかみ取り
魚、串の刺し方にも変化

てもよくなりました。

ている午後のひとときです。スイ

なより５分も遅れてしまった子ど

職員は仕事の注文を次々に受け、

報告に母親たちから拍手

初の試み、班ごとの閉会式

カ割りでは、今年は見事に真っ二

もも２人いました。８月に入って

めのブロックを牛久から運ばなく

つにした子どもがいました。

雨が少なかったため淵が浅かった

最終日は、雑木林を流れる渓流

などができてよかったです。

とても楽しい３日間でした。

２班 ニコニコ２班

山﨑

蒼大

思い出のふれあいキャンプ
神谷小六年

ぼくは、ふれあいキャンプにい

きました。その中でがんばったこ

みんなで力を合わせた結果です。

いう結果をのこせたのでうれしか

会では、みんなで協力して２位と

になりました。２日目のゲーム大

なかったけど少しずつ話せるよう

２つ目はスイカわりです。われ

出になりました。

ながれてきてとてもたのしい思い

うめん以外にもミカンやトマトが

１つ目は流しそうめんです。そ

キャンプの３日間は、班でならぶ

きるかとても不安でした。しかし、

いてぼくは班をまとめることがで

年の班長は班をしっかりまとめて

がんばったことは、班長です。去

大変だったようです。中央生涯学

習センターに帰着しての閉会式で

は、今年初めて班ごとの閉会式も

行われ、キャンプの模様の報告に、

お母さん方から拍手が起こったり

していました。

名

於 常陸太田市竜神ふるさと村

２位になれてとてもよかったし楽

んたんそうにみえるけど、やって

楽しかったです。みている時はか

割りをする機会がないのでとても

をしたことです。ぼくは、すいか

楽しかったことは、すいか割り

名（協力者含む）作文提出者

しかったです。
物になりました。
夏の最高の思い出ができてよか
ったです。

キャンプ

４つ目は川あそびです。水きり

を下ったら、楽しくて全然疲れま

小林

五年 松下 慶汰

ひたち野うしく小
ぼくは竜神ふるさと村や川など

とてもうれしかったです。

ったです。３日目の山下りは、去

ときやキャンプファイヤーの劇の

で楽しかったことは４つあります。 とや楽しかったことがあります。

です。各班がげきをやってすごく

練習では、班をまとめることがで

つ目は、キャンプファイヤー

おもしろかったです。火の神様か

なかったけれどもおいしかったで

３つ目はレクリエーションです。 きました。

す。

した。
他にもここには書ききれないほ

ーイスカウトの人と話しながら山

年とても疲れた記憶があったので

位でした。 バス、山登りでは、班の人と話せ

班のみんなでつくった班旗は宝

せんでした。

年も参加したいです。

岡田小六年

夏の最高の思い出

班長になったので協力できるよう

今年のキャンプは２年目でした。

莉緒

して本当によかったです。また来

行く前はドキドキしたけど、参加

どのすてきな経験をしました。新

参加者

８／ 〜

竜神ふるさと村ふれあいキャンプ

柴田璃子

しい友達もたくさんできました。

楽しかったキャンプの思い出
１班 ファイブ１
中根小五年

楽しかったふれ あ い キ ャ ン プ
わたしは２はく３日のふれあい
キャンプに参加しました。思い出
に残るような楽しいことばかりで
した。
つ目は、ゲーム大会です。み

19

正直イヤだったけど、班の人やボ

わたしたちのチームは

17

59

らもらった炎はとてもげん想的で

2

ックをクリアしていく大会でした。 な班にしたいと思っていました。

んなで協力をして５つのアスレチ

1
2

25
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ンをしました。夕食は、カレーラ

とに開村式をし、レクリエーショ

え、お弁当を食べました。そのあ

きつかったけど、なんとか上り終

てもおいしかったです。２つ目は、 いておいしかったです。おわり

で協力しながら作ったカレーはと

協力しながら行いました。みんな

たりゲーム大会でも、班の人達と

ハイキングをしました。上り坂で、 大会の時に班の人と協力して作っ

オスでしたみがいっぱいはいって

卵がおいしかったです。２匹目は、

マメをやいてたべたらメスでした

たけれどいっぱいとれました。ヤ

た。その後におふろに入り、ふと

っていたので、すごく大へんでし

がおきました。私はまん中であら

ったです。後片付けの時せんそう

ごはんが竹ごはんでとても美しか

ラジオ体そうをすると、すごく気

朝起きるのが苦手ですがみんなで

持ちがいいという事です。私は、

目は朝、早起きをするととても気

良くなることができました。３つ

子と仲よくなり、その友達とも仲

達になれるということです。班の

いでした。

見た生き物や植物が幻想的できれ

です。つらかったけれど、途中で

１つ目はハイキングをしたこと

中根小五年

楽しかったキャンプ

イスでした。私は材料切りました。 初対面でも話しかけるとすぐに友

んをしき、ねました。よくねれな

分が良かったです。キャンプに行

その後にお昼たべるおにぎりを作

間と協力し安全に楽しくすごせて

すごせるか不安でしたが３日間仲

うをし、朝食を作って食べました。 く前は、友達が出来るか、楽しく

んなと仲よくなり、協力すること

ばりました。このゲーム大会でみ

のみんなと協力して最後までがん

ずかしいゲームもあったけれど班

２つ目は、ゲーム大会です。む

たことは４つあります。

ぼくがこのキャンプで心に残っ

瞭惺

かったです。２日目は班マネにお

大石

こされました。顔をあらい、体そ

りました。そして、ゲーム大会を

よかったなと思いました。また来

３つ目はお楽しみレクリエーシ

が大事だと学びました。

しました。ゲームの中でくやしい

ヤマメ

ところもあり、５位になりました。 年も参加したいです。
ビリじゃなくてよかったです。そ
の後に流しそうめんをし、キャン

いきました。川では、かに子とか

日目は、閉村式をし、歩いて川に

１日目よりはよくねれました。３

ろうしました。そして、ねました。

りました。水着

下りたら川があ

ちょうデンジャラスな道を歩いて

とは、３日目のヤマメとりです。

ぼくが一番思い出にのこったこ

生き物がいました。３日目の昼は

とても水がきれいで、いろいろな

水切りをしてあそんだことです。

ョンで亀ヶ淵で魚のつかみ取りや

に男をつかまえました。友部でお

に着がえてから

幸大

（月）の２泊３日で参加者合わせ

川で遊びました

黒津

て 名でいきました。私は２班で

みやげを買いました。２泊３日す

向台小五年

みると何も見えないなかでいろい

ごく楽しかったです。

プファイヤーではかちかち山をひ

ろな声がきこえてとてもむずかし

班名がニコニコ２班でした。２班

その後ヤマメと

楽しかったです。

の班マネージャーは、川又ちひろ

大変なこともあったけどとても

さんでした。そして私は、係ぎめ

ふれあいキャンプに参加して

かったです。

でじゃんけんにまけ、副班長にな
るか、ちゃんと話せるのかしんぱ

す。まず１つ目は、仲間と協力し

して心に残ったことが３つありま

私は、ふれあいキャンプに参加

しろかったです。

ってみたらおも

やだったけどや

さいしょは、い

りをしました。
いでした。出発式を終え、バスに

ないと何事も上手くできないとい

咲彩

のりました。バスの中では、近く

ぬるぬるしてい

沼尻

に友達がいたので、その子とおし

うことです。カレー作りやゲーム

中根小五年

ゃべりしました。バスを下車し、

りました。１日目は、友達ができ

楽しかったし思い出になったキャ

58

ンプでした。

森田

日

理央

すごく楽しかった２泊３日
のふれあいキャンプ
六年

日（土）〜８月

19

ひたち野うしく小
私は８月

17
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りしたけれどみん

に起きてしまった

れなかったり夜中

くてなかなかねむ

ったことです。暑

然の家に２日泊ま

女子のみんなで自

の女子と４はんの

３つ目は３はん

てよかったです。

いっぱい食べられ

参加したいという人がいるのでは

で楽しかったです。だから来年も

もしろいことをしたりしていたの

員長の人たちがきびしかったりお

助かりました。それぞれの団の委

にマネージャーがいたのでとても

もうれしかったです。あと班ごと

も、〝 初 め て 〟 が 増 え た の で と て

た。帰りの時は怖かったです。で

村に行くときはとてもつかれまし

よく分かりました。竜神ふるさと

て何かをやるということがとても

目のゲーム大会です。理由は、他

くしたからです。３つ目は、２日

なくて、初めてやる前からわくわ

まで形を整える事しかやった事が

のおにぎり作りです。理由は、今

ったからです。２つ目は、２日目

理由は、自分たちだけで初めて作

１つ目は、２日目の夕食です。

とおもいました。

だ事をふまえ、すごしていきたい

この５つの楽しかった事や学ん

とれたからです。

で思ったよりたくさん（２ひき）

びです。理由は、魚のつかみどり

らです。５つ目は、３日目の水遊

変わったのに失ぱいしなかったか

五年

宮田

私が楽しかった事は５つありま

のキャンプファイヤーです。理由

は、ゲームが楽しかったからと、

計画通りにならず、げきが「ドラ

えもん」から「うらしま太郎」に

４班 ホタル班

わたしが、キャンプで
１番の思い出となったげき

１番の思い出となったのは、キャ

わたしが、今回のキャンプで、

す。

きたからです。４つ目は、２日目

なで泊まったこと

ないかと思いました。こんなにお

の人がけっこうつらそうにやって

ひたち野うしく小

がうれしかったです。いろんな体

もしろいキャンプは初めてだった

いたスラックラインを９秒台でで

私が楽しかった事

そこで大きなヤマメとおにぎりを
験ができて、いい思い出になりま

ので来年も参加したいです。

悠衣

食べました。
した。

４つ目はキャンプファイヤーで

おもしろかった２日目

す。みんなで作ったげきがおもし
ろくて楽しかったです。そして夜

私はふれあいキャンプで印象的

ンプファイヤーの出し物のげきで

れおな

だったのは、２日目でした。昼食

した。初めに、キャンプファイヤ

山内

用に作ったおにぎりがすごくしょ

ーでやる出し物はげきだと聞かさ

五年

ひたち野うしく小

っぱくてびっくりしました。それ

れたとき、とてもびっくりしまし

ユキ

は、男子のいたずらでした。すご

た。なぜなら、想像していたキャ

倖

くしょっぱかったので、食べさせ

ンプファイヤーと全くちがったか

高橋

ひたち野うしく小

てやりたいと思いました。あと、

らです。少ない人数でやるげきは

六年

空の星がとてもきれいで感動しま

キャンプファイヤーの途中で空を

初めてだったので、わたしは心配

した。

キャンプで楽しかったことは３

見上げてみたら、とてもきれいな

来年もまた行きたいと思いまし

つあります。１つ目は３はんのみ

星がいっぱいあって見とれてしま

牛久小五年

北山

キャンプでの思い出

３班 雪ダルマ

た。

んなでげきをしたことです。さい

になりました。そんな中、げきの

準備はスムーズにすすんでいきま

桃凪

しょはみんなの役わりなどぜんぜ

うほどきれいでした。
私は３日間長くて大変だったけ

ん決められなくてちゃんとげきが
できるかどうか不安でした。でも

いき、さらに、つけたしでいろい

うちに自分が言うせりふを覚えて

くできませんでしたが、くり返す

ふ合わせをしました。あまりうま

などを決めました。そして、せり

した。げきの内容、１人１人の役
て良かったです。

颯海

やっと決まってげきができました。 ど、思い出に残るキャンプになっ
２つ目は流しそうめんをやったこ

岡田小五年

キャンプに参加して

とです。私は初めてやるのでとて
もうきうきしていました。でもち

このキャンプは、仲間と協力し

佐藤

ゃんと取れるかなという不安があ
りました。でもかんたんに取れて
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ろなアイデアがでてきました。そ

んが流されてきました。みんなみ

ましたが、みかん、もも、そーめ
しく思え、やれば出来ると自信が

みんなと打ち解けていくうちに楽

食準備をして朝食をしました。食

３日おきて体操をしました。朝

てかえりました。とてもたのしい

３日かんでした。

をしました。そして閉村式をおこ

５班 流れ星

ない竜神ふるさと村を出発してか

べおわりかたずけをして荷物整理

このキャンプを通して学んだこ

わあそびをしました。とちゅうで

私は、竜神ふるさと村ふれあい

ついた。
とを生かし、これからも苦手なこ

キャンプを体験し、気づいたこと、

かんねらいでそーめんがどんどん

とにも負けずに挑戦していきたい

つかみどりをしました。そして昼

スルーされていきました。ちょっ
としかとれなかったので上の方に

食をたべ、バスのところまである

野崎

真生

心にのこったことがあります。１

中根小五年

ふれあいキャンプを体験して

行きました。するといっぱい流れ
と思う。

きました。そしてバスにのり中央

ぼくは竜神ふるさと村でキャン

涯学習センターにつき解散式をし

とちゅうでおみやげをかい中央生

は、食材を切ってにこんだり、お

イスです。カレーライスづくりで

生涯学習センターまでいきました。 日目は、夕方につくったカレーラ

プをしました。ぼくは、竜神ふる

十也

とてもおいしくなりキャンプで一

さと村までバスでいくのかなとお

羽田野

番楽しかったです。友達もたくさ

もいましたが竜神ふるさと村にい

向台小五年

キャンプのおもいで

てきてみかん、もも、そーめんが
いっぱい食べられました。そーめ
んだけでおなかがいっぱいになり

ん仲良くなりみんなとのきずなが

ました。やくみもいっぱい入れて

深まりました。できれば来年も行

く道からバスをおりて歩いて行き
ひきいました。しっぽのぶぶんが

ました。歩いているとトカゲが２

きたいと思いました。

思い出に残ったキャンプ

うちに、練習でのことを思いだし

っていました。けれどやっていく

のか、せりふを少しわすれてしま

す。みんなもきんちょうしている

しました。そしていよいよ本番で

がなかったので不安だった。だけ

めたりする役割をあまりしたこと

までは人前で何かやったり、まと

長に挑戦してみることにした。今

きるのは今回が最後になるので班

ていたが、このキャンプに参加で

ャンプに参加した。去年も参加し

ぼくは、２泊３日のふれあいキ

チームが１位でとてもうれしかっ

てゲーム大会をしました。ぼくの

し朝食をたべておにぎり作りをし

てねました。

してキャンプファイヤー準備をし

でした。夕食を食べて後片付けを

自分たちでつくったのでたいへん

した。つぎに夕食準備をしました。

リエーションのれんしゅうをしま

つぎにキャンプファイヤーのレク

村につきまずお弁当をたべました。

きれいだったです。竜神ふるさと

てきました。そして、終わると、

ど色々なイベントを通して、みん

たです。つぎにおにぎりをたべて

凌

たくさんのはく手がなりひびきま

ながまとまっていくのを感じた。

竹ではしとちゃわんをつくりまし

坂入

し た。 わ た し は、「 成 功 し て 良 か

おこしたり、野菜を切ったり効率

た。そして流しそうめんをしまし

向台小六年

った。はんのきずなも深まったか

的に動いてくれた。ゲーム大会で

しかったです。来年も、できたら、 食事の時にはみんなそれぞれ火を

な。」 と 思 い ま し た。 と て も う れ

は５種目中、４種目で１位をとり

た。そしてキャンプファイヤーを

れらをどうにか実行して、練習を

キャンプに参加しようと思いまし

みんなで一緒によろこんだ。中で

ひたち野うしく小

のが難しいと感じていたけれど、

はじめは班メンバーをまとめる

にはいりはみがきをしてねました。

にげきをしました。そしておふろ

２日おきて体操をし朝食準備を

た。

も班マネが一番よろこんでくれた

しました。そして１班からじゅん
山田

悠友

流しそーめん楽しんだぞー

ことが印象に残っている。
五年

ぼくが一番楽しかったのは流し
そーめんです。最初の方は下にい
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のカレーはおいしかったです。２

米をといだりしました。手づくり
楽しかったです。

はすごくおもしろい発見があり、
いました。

なでがんばらないといけないと思
今回のキャンプは、とても楽し

６班 トロピカル

柚那

ったこと」は２つあります。１つ

目は、初めて火をおこしたことで

す。その理由は、自分でたいた火

で作ったご飯やおみそ汁は、びっ

くりするくらいおいしかったから

黒木

です。２つ目は、班対抗のゲーム

神谷小五年

ふれあいキャンプに参加して

わたしは、今回のキャンプに参

かったけど、楽しいだけではあり

加して勉強になったことや、楽し

初めて会った仲間たち

日目は、流しそうめんとキャンプ

拓己

ファイヤーです。流しそうめんで
横川

ませんでした。いろいろと学ぶこ

六年

大会です。ゲーム大会では、５つ

ーマン」というゲームです。なぜ

心 に 残 っ た ゲ ー ム は、「 ス パ イ ダ

の友達ができました。なので、来

やさしく声かけしてくれたり、テ

年もキャンプに参加したいです。

キパキ指示を出してまとめてくれ

新しい友達ができて仲良くする

そのゲームが心に残ったとかとい

班長の行動です。班長がみんなに、 のゲームをやりました。その中で

かったことがあります。それは、

ひたち野うしく小
ぼくは、キャンプを友だちや家

とができたのでよかったです。

は、竹でつくった器につゆを入れ
食べました。キャンプファイヤー
では各班でげきをしました。３日
目は竜神ダムに行きました。ダム

族と一緒にやったことはあったが、 キャンプをけいけんして
、とキャン

一也

知らない、会ったことのない人と
、

羽田野

このようなことをしたのは初めて
、

向台小六年

は大きく、たくさんの水が流れて
ぼくは、

最も印象に残ったことは、みん
だったんですが、やっぱり、竜神
なと一緒に３〜４㎞歩いたことだ。 ふるさと村までのいく道がいちば

ことができました。部屋でねる前

うと仲間と協力できたからです。

んきつかったです。ついたときに

にお話をしたり、歌を歌ったりし

たからです。なので６年生はすご

みんなと名前、どこの学校から来

は、「 や っ と、 つ い た 」 と お も い

て、とても楽しかったです。

いと思いました。自分もそういう

たかを聞きあったり、歌を

ました。そのあとのことは、ぼん

長岡

樹里

わたしはふれあいキャンプでい

岡田小六年

ふれあいキャンプ感想文

私は、このキャンプでたくさん

吊橋」を見たことです。名前のと

歌いながら歩いた。このよ

やりしか、おぼえてないので、く

また来年も参加したいです。今

６年生になりたいです。

おり大きい橋でした。この３日間

うな経験で知らない、会っ

わしくかけません。２日、ゲーム

まず１日目の登山です。登山は班

くつか楽しかったことがあります。

長として班の先頭を歩きました。

こと、協力する
た。そのことをかいておいてと言
われたのでかきました。そのあと、 ことの大切さを
私がこのキャ

たからです。ついた後のお弁当は、

なぜなら、登山は坂道で、暑かっ

登山は下山よりもきつかったです。

朝ごはんを食べて、キャンプの人

日まで

たしたち５人の班は、げき

バスに乗って、おみやげをかって

ンプで「心に残

紗綾

におれいをいって、ハイキングコ
ースをおりていきました。しばら

日から

は、感謝するこ

のだし物のことでもめてし

かえりました。さいごに友だちが

吉田

向台小五年

初めて行ったふれあい
キャンプ
優奈

く歩いて、川につきました。こん

小林

かい、川の水がすくなくて、ふか

向台小五年

わたしが、このキャンプ

いところでもあそんでいいと言わ

で学んだことが

れたのであそんで、たのしくすご

と、責任を持つ

まいました。ここで一人が

できてよかったです。

学べました。
ちゃんとやっていてもみん

２つ目は、協力です。わ

料理も上手になりました。

このキャンプでみんなで料
しゅっぱつしました。とちゅう、
理をして楽しいと思ったし、 ハンマネージャーが「としよりを

19

のせてってくれー」といってまし

家では料理をしないので、

す。１つ目は料理をするこ

17
とです。わたしは、あまり

私は、８月

つありま

楽しく学んだキャンプ

てよかった。

と、楽しくキャンプができ

たことのない人と友だちに

プにいきました。ぼくは、２回目

19

なるきっかけができたこと

だった。

いました。
この３日間で最も心に残ったこ

18

度は自分が５年生にたよりにされ
をしたり、流しそうめんをやった
りして、たのしかったです。３日、 る人になりたいです。楽しい３日
間でした。

とは、竜神ダムの近くの「竜神大

17

ふれあいキャン
しました。しばらくして、しゅっ
ぱつするということになったので、 プに行きました。
このキャンプで

3
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んだったけどカレーライスや

ライス作りはけっこうたいへ
た。

あげればいいのにと思いまし

お弁当はすごくおいしかった

いました。ウザかったです。

んちがうところでふってしま

の人にウソをつかれてぜんぜ

した。家の炊飯器とちがって

す。ごはんは飯ごうでたきま

はん作りと魚のつかみどりで

参加して楽しかったことはご

ぼくがふれあいキャンプに

です。２日目は、ゲーム大会

流しそうめんでははし作りと

下の方がこげてしまうけど香

真太郎

中根小六年

ふれあいキャンプに
参加して

おわん作りはぜんぜんうまく

ばしくておいしかったです。

平田

で６位でした。スイカわりで

できませんでした。キャンプ

魚のつかみどりはヤマメとい

各部会の活動経過と
今後の活動予定

月・３月）

社会環境調査活動（年２回）

社会環境部会

花の植栽（６月・

中央生涯学習センター・牛久消

防署・牛久地区交番

青少年部会

期日 ８月 日
（土）
〜 日
（月）

ふれあいキャンプ

月

日（日）

中央生涯学習センター他

期日

中央生涯学習センター

２０２０年３月 日
（日）

文化ホール

号の発行

号の発行

員全員でお礼を申し上げます。

又、ありがとうございました。役

です。関さん大変お疲れ様でした。

けなくなるのはとても寂しい限り

した。関さんのオカリナ演奏が聴

が今年のキャンプが最後となりま

貢献をして頂いた事務局の関さん

長年青少年育成牛久市民会議に

活動して大変喜んで頂きました。

候には恵まれて子供達も元気良く

今年のキャンプは三日間とも天

編集後記

会報「ふれあい」第

会報「ふれあい」第

広報部会

場所

親子ふれあい映画鑑賞会

場所

期日

親子ふれあい教室

家庭環境部会

場所 竜神ふるさと村

17

15

は自分の番のときにちがう班

ファイヤーではげきやゲーム

よくておいしかったです。こ

などがいろいろあっておもし

の３日間でふだんできない事

いつもよりもとてもおいしく

かで１回ころんでしまったけ

をたくさん経験しました。他

う魚をつかまえて塩焼きにし

どぶじおりれてよかったです。

の小学校の友達もでき小学校

て食べました。塩加減が丁度

れて、とてもきもちよかった

魚のつかみどりでは、３びき

最後の夏休みの良い思い出に

ろかってです。３日目は山下

です。今年はリンスやシャン

とれました。ぜんぜんとれて

りではかなりの急なくだりざ

プーなどがあったので楽しく

ない人がいたのに 数ひきと

12

19

15

食べれました。次は、お風呂

洗えました。さらに楽しかっ

なりました。このキャンプに

佑吾

11

64 63

です。お風呂は、つかれがと

たのは、キャンプファイヤー

ってる人がいてすこしわけて

海老沢

参加して良かったです。

です。げきがうまくいってよ
かったです。星もたくさんみ
えてきれいでした。最後にし
ょうかいするのは、お魚のつ
かみ取りです。今年は２ひき
とりました。それをしおやき
にして食べました。とてもお
いしかったです。小学校最後
のキャンプはとても楽しかっ
たです。

ふれあいキャンプの
思い出
五年

ひたち野うしく小
１日目は、山登りやカレー

10

