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主催：兵庫県立嬉野台生涯教育センター
兵庫県キャンプ協会の全面的な協力の中開催された研修でしたが、要項の周知が遅く、会員の皆様
にはホームページへの掲載のみになってしまいました。県外も含め兵庫県全地域からの参加者があり、
参加者のアンケートでも「吸収すべき事がたくさんあり興味深い話もたくさんあった」「日常とは違
ったフィールドで他者と関わり、自分をみつめ直す機会は大切だと感じた」「学んだ事を自分の施設
に還元していきたい」等の意見があり、このような研修を今後も継続して行う事の意義を感じました。
（兵庫県キャンプ協会 会長：����）

��������野�������������
日本キャンプ協会名誉会長：酒井哲雄氏(頌栄保育学院 院長・理事長)
��野��������ン������（以下 敬称略）
プログラムデザイン 高見 彰(兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会理事長 大阪国際大学教授)
リスクマネジメント 甲斐知彦( 同 副理事長 関西学院大学教授)

���������
コーディネーター：清水勲夫（兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会副会長）
発表者：三木秀人(兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会理事)・戸川勝義(ｱﾙﾄｽﾋﾞﾚｯｼﾞ代表)
山崎春人(ﾏﾘｵｸﾗﾌﾞ代表)・高見英明(南但馬自然学校主任指導主事)

�����������ご���
私は、普段からプログラムデザインを行い、実際にイベントを運営
していますが、今回の参加を通じて改めて企画の重要性とプログラム
デザインの関係性を理論立てて教えてもらったように感じました。プ
ログラムが楽しいから参加者が集まるのではなく、参加者が求めるプ
ログラムを企画するから集まる事に気付きました。参加者が求めるも
のをカタチにするためにも実施する場所や季節や人などの環境を踏ま
え、ねらいを明確にする大切さも教えていただきました。
研修参加後、このワークショップで学んだことを、小学 5 年生～中学生を対象としたリーダー育成
事業で実施しました。環境やねらいなどを全員で整理し、アイディアを出してもらいました。そのア
イディアを基に、プログラムを組み立て、タイムスケジュールまで組み、実際に一般の小学生を対象
にリーダー達が実践します。
基本をしっかり学ぶ事で、改めて実用する事が出来たと思います。
（兵庫県キャンプ協会会員: �井�行 ｷｬﾝﾌﾟｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）
頌栄保育学院院長・理事長の酒井哲雄氏の基調講演「野外活動の今後の在り方」から始まり、続く
ワークショップでは「プログラムデザイン」と「リスクマネジメント」に分かれて研修を行いまし
た。プログラムデザインでは嬉野台生涯教育センターで大人向け 1 泊 2 日 40 人のキャンプ企画を「キ
ャンプのねらい」から考えてプログラムを考える体験と発表でした。組織キャンプにおけるプログラ
ム構成が常に「ねらい」と通じ合っているかを認識できるワークショップでした。
夕食後の情報交換会では、参加者同士の活動の様子などの情報を交換し合い、連絡先などの今後の
交友を広げるネットワークづくりができていました。
2 日目は兵庫県キャンプ協会副会長清水氏がコーディネーターをされ、４人から実践事例発表があり
ました。アルトスビレッジ代表戸川氏は、「人を育てる」上で教育キャンプの理解に対して問題提起
をされたなかで指導者、企画運営者としてアドバイスを。マリオクラブ代表山崎氏からは里山キャン
プをつうじて、人がつながって生きていくマリオクラブ運営について。兵庫県キャンプ協会理事三木
氏からは支援学級の子どもと接してのキャンプの可能性等について。県立南但馬自然学校主任指導主
事高見氏からは南但馬自然学校の事業についてなどの実践事例発表をいただきました。
兵庫県下の野外活動指導者が一堂に集まる貴重な機会であり、その中で「誰がどんな事をしてい
る」「何処がどんな事をしている」などの情報交換からはじまり、県内におけるキャンプの現況や今
後について懇親を深めつつ情報を共有し、今後の人脈作りのきっかけとなる事業でした。
（兵庫県キャンプ協会会員:西��� ｷｬﾝﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ１級）
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���� 年度 総会の�知

����� 年度 ������の受付���
兵庫県キャンプ協会 会長 � � � �

正会員制度に移行後、最初の総会を下記の要領にて開催します。
昨年より『キャンピングひょうご』にてご報告と説明を重ねてまいりましたが、本年
の 2 月末までのエントリーで締切り、ご登録いただいた方と団体会員の計 85(75 名と 10
団体)を兵庫県キャンプ協会の正会員(総会構成会員)として開催します。一般会員の方も
事前にお申込みいただきますとオブザーバーとして出席が可能です。正会員の方には出
欠を葉書(別途送付)にてご返事戴くことになります。
兵庫県キャンプ協会 ２�１２年度総会
◎日

�：����年�月１３日（日）�後１�３�����３��

◎会

場：神戸市青少年会� ���ール

◎�

�：・2011年度事業、会計報告について

☎０７８(２３２)４４５５
ＪＲ、阪急、阪神三宮より徒歩５分 神戸市勤労会館５階(中央区役所西隣)
・2012 年度事業、予算計画について
・役員の改選について（2012～2013 年度）
・その他
*2012 年度研究助成事業の審査、決定
*議事終了後、2011 年度研究助成事業の成果報告会が行われます。

◎総会後、17 時より会員����会を別会場にて開催します(会費 2,500 円当日徴収）
�������の��に�いて�（１件５万円、２件まで）
協会の活性化、会員の資質向上、さらには野外活動、キャンプ活動の新たな展開
や充実に資する研究活動や事業が対象で、発表会出席者に対する提案(ﾌﾟﾚｾﾞﾝ)の後、
過半数以上の支持を得たもの上位２件に助成します。
助成を受けた者は、翌年の総会にて研究成果発表・会計報告を行なっていただき
ます。
�希��は�月�日(月)�����にて��下さい。��は兵庫県会員に�ります。
�����は�ー��ー�か��ウン�ードまたは���まで��合��下さい。

◎正会員には��、総会�欠��を送付します。欠席時も委任状としてご返送下さい。
一�会員で�席�希�の�は事前に事務局まで、お名前、会員№をお知らせ下さい。
総会の�欠受付は�月�日（月）迄とします。葉書も必着で願います。
���� 年度正会員��（���）（団体会員はすべて正会員登録となります）
*来年度正会員受付は今年、１２月３１日迄です。特に辞退の通知が無ければ継続
更新となります。協会会員の未更新また総会欠席の際の委任状が２年続けて送付
されない場合は自動的に正会員資格を失います。
朝倉 克浩・芦田 正明・伊賀上将司・池辺美保子・市位 勝宏・一宮
浩・稲岡 千晶
井上 良一・枝根 秀男・大村 明美・奥
義博・小野 昌二・甲斐 知彦・角ノ上洋子
柏原 信也・片岡 麻里・金川 良孝・北村 英三・栗本
薫・桑田 千照・小寺 靖子
後藤 安子・小西
巧・斎藤 一雄・清水 勲夫・新庄 和文・田頭枝里香・高橋 貞美
高見
彰・竹中 哲郎・竹中 愛美・武久 伸男・田島 栄文・田中 一行・田中 誉人
田靡 守弘・谷岡 政義・谷生このみ・田渕 國光・坪内
透・積川 佳奈・冨田 靖宏
中田 一夫・中田 正克・仲西 美樹・西垣 幸造・西村 典芳・萩原 光代・花房 洸希
速水順一郎・原
啓・原田
優・原田
礼・日野健太郎・平馬 三郎・藤井かすみ
藤枝 重之・藤原
誠・藤原 次郎・前島 隆文・前島 道子・松田 康之・松村 雅代
万場るり子・三木 秀人・水越
洋・南
雅夫・三好 敏之・森
俊介・森川 俊介
安井 孝夫・山下 剛史・山中
智・山中 照美・吉川 直宏
(財)三木山人と馬とのふれあいの森協会・(NPO)緑の森自然キャンプ協会
(公財)神戸ＹＭＣＡ・頌栄短期大学・(社)トータルアウトドアプランニング
(社)ガールスカウト日本連盟兵庫県支部・日本ボーイスカウト兵庫連盟
(公財)兵庫県青少年本部・兵庫県青年洋上大学同窓会・(財)ＯＡＡ(野外活動協会)
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＝団体紹介＝
兵庫県青年洋上大学��会
昭和４６年から実施されている兵庫県青年洋上大学に参加した青年達の事後活
動の場として設立された団体で、近畿青年洋上大学等の参加者も含め現在では約
１万人の会員を有し、今年設立４０周年を迎えます。
当会では、国際交流、青年交流、社会福祉を活動の柱に７つの地区（神戸・阪
神・東播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路）と本部事務局とでキャンプやラリー、
セミナー等、様々な活動を行っています。
昨年１１月には、神戸マラソンに団体ボランティアとして登録し、約８０名が
給水活動に参加しました。また、今年２月には香美町で家族を対象に雪中キャン
プ「ぼくらは山賊探検隊」を実施し、スノーシューハイキングや雪合戦、デザー
ト作りを楽しみました。
当会は、今後も兵庫県の豊かで、またときには厳しい自然環境を活動の場の一
つとして活用し、そうした海や山でのキャンプを通して、人と人または家族の繋
がりを再認識できるようなプログラムを行っていきたいと考えています。

＝関西野外活動ミーティング 2012

参加報告＝

平成 24 年 3 月 4 日、大阪ドーンセンターで 11 回目の関西野外活動ミーティングが開か
れました。実行委員長の挨拶にもありましたが、関西のキャンプの春を告げる催しとし
て、すっかり定着した感があります。年々、若い人たちの参加も増え、とても、有意義な
楽しいミーティングでした。兵庫県からも多くのメンバーが参加し、午前中のプレイベン
トでは、副理事長の朝倉さんがご自身のとちわらキャンプ場での活動を紹介され、兵庫県
キャンプ協会の存在を大きくアピールして下さいました。
また、午後は、研究・実践
発表、そして、「野外活動と
まちおこし」といったシンポ
ジウムに、交流交歓会など盛
りだくさんでとても楽しい一
日となりました。
関西野外活動ミーティングは
毎年、 この時期に開催され
ています。次回はみなさんも
是非参加してみてはいかがで
しょうか？ （参加報告 T.K）

《 編 集 後 記 》
新たな年度を迎え、地域や職場や学校、皆様方の様々な
活動でも新たな思いでスタートをされていることと思いま
す。春、これから暖かくなる！寒さに弱い私はまるで冬眠
から覚めたように動き出します…。ヨット、カヤック、山
歩き…外遊びが楽しみでなりません。今年度も皆様方とス
テキなひと時をご一緒出来る日を心から楽しみにしていま
す。
（R.H）

�兵庫県キャンプ協会事務局�
〒650-0011 神戸市中央区下山手通 4-16-3
兵庫県民会館 8Ｆ OAA 気付
TEL/FAX ０７８(３３３)７６７７
ＨＰ
http://hyogo.camping.or.jp/
E-mail
hyogo@camping.or.jp

