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(B U C 認定事業) 

 �いえしま 海����� 
                

日程：２０１２年９月２２日(祝)～２３日(日)１泊２日   

会場：兵庫県立いえしま自然体験センター 後援：(一社)いえしま自然体験協会 

 

初参加の方やリピーター、幅広い年齢層１４名の受講者となりました。今回、募集時

に「チャレンジ」という言葉を用いましたが、実施当日はお天気にも恵まれ、大空と大

海原の中、各自奮闘、まさに様々なチャレンジが生まれました。 

 
 姫路港に集合、リッチにもチャーター船にて姫路港を出発。 

デッキで海風を感じ、家島諸島の島々などの景色を楽しんでいる

と、珍しく鹿児島から来た漁船を発見。キリバス諸島の船員を乗

せた漁船の甲板は昼食タイム。「異国の雰囲気が漂う様子、いっ

たい外国人は海の上でどんな食事かな？」チャーター船だからこ

そ、興味あることは近くで見てみよう！船に近づき、ちょっと覗

いてから「兵庫県立いえしま自然体験センター」へ向かいました。 

 到着後、実はヨットマンで今回スペシャル参加の桑田会長が挨

拶。その後、昼食を済ませて早々に海岸集合。 

 初めてのカヤックやヨット…『チャレンジ』のはじまりです。 

 カヤックは浜で漕ぎ方、非常時の練習をしてから、いざ海へ！ 

 ヨット希望者は、まずは準備の艤装。まるでロープワークの小

テスト!? 真剣な眼差しで協力し合い、３艇のヨットが出航しまし

た。しっかり海で遊んだ後は、施設食堂で特注の新鮮なお刺身な

ど地元食材ふんだんのとても美味しい食事をいただきました。 

２日目は、カヤック組みは岬をぐるっと回りテント地区の浜ま

で遠出。小学生なら１日で実施するプログラムをなんと午前中の

みで往復、断崖を抜け逆風にもあおられながらカヤックは快走。 

 ヨット組みは、同乗してお互いに教えあったり、一人乗りにも

挑戦。しかしなかなか風を捉えきれず苦労の連続。苦戦するヨッ

トに同志がカヤックで近づき、何やら声掛け合い、助け合ったせ

いか、一人乗りのヨットもなんとか無事に全艇帰港しました。 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【スタッフ感想】天気に恵まれ、和気あいあいとし

た中で、初心者も経験者もいえしまの海を満喫出来

ました。 (Ｒ・Ｍ) 

艇の段取りや美味しい食事の提供など、センタ

ー職員スタッフの皆様方にはひときわのご支援、

ご協力をいただきました。有難うございました。 

２ ０ １ ２ .１２
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(B U C 認定事業) 

明日に役立つキャンプ講座�キャンプ����� 
日程：9 月 30 日(日) 会場：神戸市青少年会館５階 研修室  

 
今回の研修は県内で野外活動を推進する

団体や施設の方々のニーズに応え、１日３部制

とし、技術講習、昼食は交歓会、組織内リーダ

ー育成の情報交換、そして交流を目的に、パ

ネルディスカッションを実施。県内外の団体・施

設から多数のご参加をいただき、スタッフ合

わせて 47 名の「白熱教室」となりました。 
 

講��� 

�つ�いの�出 アイスブレイクゲーム�講師：�� �人�（兵庫県キャンプ協会 理�） 

アイスブレイクは、体をほぐすこと、参加者をよく観察すること、緊

張を解きほぐし感情を表出させること、そういったゲームごとの役割や

順序、意味合いをよく理解してゲームの導入に移ることの大切さを学習

するところから講義を行いました。また、人数や場所にあわせた応用の

具体例や、見て覚えるのではなく実践して始めて体得できる、というこ

とで講師から実践的な指導があり、参加者も指導者の気持ちになっての

受講でした。 
 

�グループについて イ�シア�ィブゲーム� 

講師：�見 ��（兵庫県キャンプ協会 理��） 

仲間同士が深い信頼関係を築いてゆくためのゲームの数々を紹介し、

実践して身につけてもらえるよう講義が行われました。体を動かしなが

らのゲームで仲間と対話をしながら知恵を出し合い、もっとああすれば

こうすれば、という会話の中から一人ひとりを知りチームワークを発揮

してゆく過程の重要さを体感できる講義になりました。 
 
�グループについて グループワーク� 講師：�行 ��介�（兵庫県キャンプ協会 理�） 

オリジナル組織開発実習（Organization -Development= OD ）の手法

でチームビルディングを実習。チームビルドの過程で発生する葛藤状態

を体験することと、チームメンバーがひとり欠けても課題は達成できな

いという学習です。それぞれ属性のまったく違った人々がグループとし

て課題に取り組むという実習でしたが、リーダーシップの奪い合いとか、

心理的な不参加状態等を乗り越えてグループが次第に機能してゆくさま

は、さすがキャンプ経験者だなと思わせる実習となりました。 
 
パネルディス�ッシ�ン�グループが発�するために� 

�行��介�(神戸 ����)  ������(��O �の���キャンプ協会) 

 �����(兵庫県青年��大学同�会) 

組織として若いリーダーの育成は大変重要で大きな課題です。他団体の取り組みや育成方法を

知り、情報や課題を交換する機会として兵庫県キャンプ協会に所属する団体会員の指導者の方に

パネラーをお願いしました。各団体で実践される計画的な育成プログラムの紹介とそれぞれの問

題点や課題について、発表いただきました。 

�ン�ー�で�せら�た���の� 

・最初から最後まで一つのテーマでつながった研修でよかった 

・次年度の研修を企画する立場のものとして実のある研修だった 

・若い人が多く活気があった 

・今後のリーダーとしてのあり方に活かしてゆこうと思う 

・今後の活動に活かせそうな内容が盛りだくさんで楽しかった 
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�2011 年� 研究�成事����  

  （研究テーマ） 

小学生対象キャンプにおける経費と内容の調査について 
 

報告者：�� ��(尼崎市立美方高原自然の家）      
 
 社会的な少子化の影響もあるとは思われるが、年々小学生のキャンプ参加人数が減っ

てきている傾向を感じる。このことは、キャンプの内容と小学生を持つ保護者のニーズ

にズレが生じ始めているのではないかと考えた。小学生を持つ親へのキャンプにおける

経費、内容などのアンケート調査を行い分析し、ニーズにあわせたキャンプを提案する

ことで、１人でも多くの子どもがキャンプに参加してくれるのではないだろうかと考え

た。 
�調査の��と方法� 

 (1) 調査期間   平成 23 年 6 月 1日～平成 24 年 1 月 31 日 

(2) 調査対象   兵庫県を３ブロックに分けて各ブロック６校、合計１８校の小学校 

北部  香美町 豊岡市 養父市  南東部 尼崎市 

南西部 神戸市 明石市 姫路市 

 (3) 調査内容   地域・児童の学年・青少年団体のキャンプの参加の有無 

経費面（キャンプ日数と参加費） 

内容面（参加日数、させたいプログラム、キャンプに期待すること）  

 (4) 調査方法    小学校へ電話による調査協力打診、文書による調査協力の依頼 

           アンケートの発送、各家庭への配布後 7日間をめどに回収を終えて返送 

           データの入力と解析等 

(5) 調査回収状況 調査対象 18 校 4,126 人 回収件数 2,153 人 回収率 52％ 

 

�調査��から�えてくるもの� 

 約 1 割の児童がキャンプに参加しており、低学年から高学年にむけて経験率向上している。ま

た、参加動機については、子どもの希望と保護者の意向で８０％を占めており、キャンプに参加

させた 

親は、９６％良かったと感じている。（別表１・２） 

 期待することについては、協調性や責任感→楽しみや感動体験→行動力や自主性の順となった。 

希望するキャンプの期間は、2 泊→1 泊→3 泊→日帰りとなった。低学年では１泊、中高学年に

おいては、２泊を希望する傾向がある。（別表３・４）保護者が考える泊数別、参加費の平均金

額は日帰り 3,713 円、1 泊 6,116 円、2 泊 10,841 円、3 泊 15,466 円、4 泊 5 泊 18,171 円となっ

た。（別表５） 

 自由記述式の「させたやりたい活動」としては、野外炊事、キャンプファイアー、テント泊の

順となり次いでクラフト、登山、星空観察の順で基本的なキャンプ活動が多く挙げられた。（別

表６） 
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��５ 泊�希望��� 

泊������� ��� 1 泊 2 泊 3 泊 4 泊 5 泊�� 

� 体ｎ＝1,858 3,713 6,116 10,841 15,466 18,171 18,171 

� �ｎ＝351 2,891 4,211 8,208 12,981 7,500 14,000 

���ｎ＝880 4,012 6,475 11,506 15,174 20,550 26,400 

���ｎ＝627 4,000 6,920 11,089 16,821 16,154 16,111 

 

��６������い活動(ｎ＝１，０８９) 

順 位 活動名 希望数 順 位 活動名 希望数 

１位 野外炊事 ２４９ ６位 登山 ６５ 

２位 ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲｱｰ ２０５ ７位 スキー ４７ 

３位 テント泊 １２５ ８位 星空観察・火起こし ４０ 

４位 クラフト １１１ ９位 ツリーイング ２５ 

５位 川遊び ７０ 10 位 普段出来ない体験 ２２ 
 
�調査結果から今後�� 

今回の調査から小学生の１割が青少年団体主催のキャンプに参加している結果から、今後さら

にその割合を増やしていくかについて、今回の保護者ニーズを参考に「理想のキャンプ」を企画

していくことで改善できると考えられる。 

平成２２年度文科省の子どもの学習費調査から小学生の体験地域活動費の小学生における全国

平均額が 4,684 円でありスポーツレクリエーションの 51,656 円等と大きく開きがある。自然体

験活動により子どもたちの生きる力が向上するなどの効果や多彩なキャンプの魅力を保護者に向

けて広報することがキャンプ参加率向上の大きなカギとなる。 

今回の調査では県下 33 万人の小学生の内の 1.2％の保護者を対象にデータを取得したが、さら

に信頼性の高いニーズを把握するためには、今後調査を継続的かつ広域に行うことが望まれる。

県下の教育機関の調査研究とキャンプ協会、協会関係者との連携での実現ができないかを模索し

たい。 
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～『キャンプ コラム』 気づき・学び・魅力～ 
 

                 H.C.C.C OB 会 ���� �(兵庫県キャンプ協会運営委員) 

『キャンプ』一言でいっても、ソロキャンプ、ファミリーキャンプ、組織キャ

ンプがあり、フィールドも山、川、海、里山など本当に様々なかたちがあり

ます。また、そこで大切にされているメッセージも沢山あるかと思います。

今までの『キャンプ』そしてこれからの『キャンプ』。 

『キャンプコラム』初回は、今年度より当協会運営委員となり、兵庫県か

ら青少年活動の振興に貢献されたことが認められ平成 24 年度「若人の

賞」を授与された花房さんにご登場いただきます。 
 
〔若人の賞〕優れた活動を行い、社会に貢献した青少年を表彰することによ

り、広く青少年の自己啓発と社会参加を促し、青少年の健全育

成を図ることを目的として行われる表彰。 
 

 

 私が野外活動に携わるようになったきっかけは、大学の入学式での勧誘でした。簡単に言うな

ら、子どもたちと一緒にキャンプをするお兄さんお姉さんという「キャンプカウンセラーズクラ

ブ」の勧誘を受けたのです。 

自他共に認める インドア派な私ですが、「まぁ歓迎行事だけなら」というつもりで参加した

のが全ての始まりで、気が付けば４年間どっぷり浸かり、卒業してからも色々な形で携わり、今

に至っています。 

インドア派の私にとって「キャンプ」とは「めんどくさいもの」でした。「なぜ、それに学生時

代の青春の全てを捧げ、今なお続けているのか」少し振り返ってみました。 

 

一言で言うなら、きっと「面白かった」からなのだと思います。しかし、最初からそう感じら

れたわけではなく、子どもとの関わり方もわからない、体力も持たないと、一年目はしんどいだ

けでした。それでも、所属団体の教え「一にキャンパー（参加者）のため、二に同僚のため、三

に自分のために」の精神の基、続けてみると…。いつの間にか自分自身で考えられるようになり、

子どもとの関わり方もわかるようになっていました。すると、子どもたちからも頼られるように

なり、そこで初めて「面白い」と感じられるようにもなりました。そうなると、「もっと知識や

技術を身に付けたい」と考えるようになり、他団体の活動に参加したり、様々な方面でご活躍さ

れている方からお話を伺ったりしました。 

そこで、お話を伺ううちに、ハンマーで思いっきり頭を叩かれたような感覚を覚えました。 

私が当時感じていた「面白さ」。それは、「子どもの人気者である自分」に酔っている、「自

己の重要感」を満たしているだけに過ぎないものだと感じるようになったのです。 

「一にキャンパーのために」であったはずが、いつの間にか「自分のために」活動していたの

ではないか。知らない間にそうなっていた自分にショックを覚えました。 

しかし、それと併せて「キャンプには、子どもたちの表情が変わる、成長が見られる様々な瞬

間がある」と教えていただきました。 

今まで、全く意識をしたことのなかった「子どもたちの成長」という視点。これを持ちながら

以降の活動に取り組むと、確かに、今まで見つけることのできなかった、子どものイキイキした

表情や心の動き、葛藤、そして、それらを経てのちょっとした「成長」を感じ取ることができた

のです。 

それからは、「子どもたちの成長が見られること、その成長のサポートができること」が楽し

くて仕方がなく、それこそが、私自身が感じるキャンプの「面白さ」となりました。 

キャンプの「面白さ」は千差万別ですが、私の感じた「面白さ」も少しでも多くの方に感じて

もらえたらと思い、現在も活動に携わっています。そして、今回、これまでのことを振り返り、

多くの方に支え、ご指導いただいたのだと感じました。まだまだ精進していかなければならない

身ではありますが、皆様からしていただいたように、「これから頑張ろう」としている方々の支

えになれるよう、今後の活動に励みたいと思います。 

最後になりましたが、これまで活動を支えてくださった方、ご指導くださった方々に、この場

を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
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気軽に参加できる会員交流プロ、デイキャンプを開催します。 

カキを中心に海の幸を楽しみます。冬の寒さが厳しい日かもしれないし、穏やかな日

かもしれない。天気は気になるけれど、季節の中で旬を味わいたい。アウトドアクッキ

ングを勢いでやってしまおうという味覚メインのプログラムです。 

 

日 時  ２０１３年２月 1７日(日) １１：００～ １５：３０ 

会 場  岩屋谷公園 （相生市那波野）＊このプロのメッカになりつつある？ 

アクセス  車以外のアプローチとして、現地会員の車両で会場と駅(相生)の送迎を予定しています。 

〈迎〉 相生駅着 １０：２６(神戸 9:27 姫路 乗り換え 10:07) 

※ 駅南で、協会旗を目印にお集まり下さい 

〈送〉 相生駅発１６：１８(姫路 16:40  神戸 17:17)       

内 �  いつもの日常からちょっと一息、来て・食べて・みんなでガヤガヤ。カキを炭火で焼いて、 

他にもいろいろ焼いておいしく食べましょう。その他メニューはおまかせで。 

対 象  県キャンプ協会会員(ご家族もＯＫです)  定員３０人 

参加�  ２�５００�（当日徴収とします/アルコール飲料別会計または持参） 

持ち�  天候に合わせた防寒の用意。希望者には会場アクセスご案内します。 

申込み  下記申込書に必要事項を記入 Fax・郵送又は E-mail にて２月１３日(�)�にお申し込み下さい。    

〒650-0011 神戸市中央区下山手通４－１６－３ 

 兵庫県民会館 ８階 OAA 気付  兵庫県キャンプ協会 

    TEL 078-333-7677 FAX 078-333-7677 E-Mail hyogo@camping.or.jp 

              当日連絡先 090-6829-3816 

冬の味覚を楽し�デイキャンプ申込書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏
ふり

 名
がな

              男 ・ 女 会員番号(           ） 

住所 〒 

電話 

参加方法（○をつけてください） 
                            
自家用車     電車相生着１０:２６    その他（               ） 

《 編 集 後 記 》 
年々、時が経つのが早いと感じるからこそ、ゆっく

りゆったり出来るひと時の素敵さや大切さを感じたり

します。満員の通勤電車の車中からでも、窓の外から

見える景色はちょっぴり心を和ませてくれます。忙し

い日々だからこそ小さな自然の変化に目を向け、日常

の自然を楽しんでみるのはいかがでしょう・・・。 

              広報担当（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 

 《正会員の登録について 》平成２５年度 
 

総会の構成者である「正会員」の平成２５年度の募集を行います。一旦、登録されると辞退

のお申し出又は、総会出欠葉書の２回未提出時の名簿からの自動除外を除き、継続登録されま

す。有資格兵庫会員、兵庫県個人会員が対象です。団体会員はすべて正会員です。 

２５年度総会（2013 年５～６月頃開催予定）から案内対象となります。登録は年内１２月

２５日�、葉書、メール、FAX のいずれかで会員番号、氏名、住所、電話番号を明記、事務局

までお願いします。 

※ご不明な点、お尋ねは事務局まで。 

�年もやる� 




