キャンピング
 ����１
    ひょうご
ひょうご
����１
２２ ００ １ １ ３３ ．４
．４

編集発行：兵庫県キャンプ協会〔HYOGO
編集発行：兵庫県キャンプ協会〔HYOGOCAMPING
CAMPINGASSOCIATION〕
ASSOCIATION〕
キャンピングひょうご
キャンピングひょうご№№
７１
７１

会員交流プログラム報告
会員交流プログラム報告

��の��を�し���キャンプ�����
��の��を�し���キャンプ�����
22月月17(日)相生市
17(日)相生市岩屋谷公園にて
岩屋谷公園にて

               
冬季、野外活動が限られるこの時期でも兵庫県キャン
冬季、野外活動が限られるこの時期でも兵庫県キャン
プ協会では事業を行っています。
プ協会では事業を行っています。
牡蠣まつりで名高い相生市の東部、岩屋谷公園にて、
牡蠣まつりで名高い相生市の東部、岩屋谷公園にて、
冬の味覚を調理する腕自慢が集まってのデイキャンプを、
冬の味覚を調理する腕自慢が集まってのデイキャンプを、
参加者
参加者99名で開催、青森県からお越しの方もいらっしゃ
名で開催、青森県からお越しの方もいらっしゃ
いました。
いました。
活躍したのはキャンプ協会オリジナルの
活躍したのはキャンプ協会オリジナルの
“燻製調理器”
“燻製調理器”
“一
“一
斗缶エコかまど”などの手作り器具で、参加者の皆さんの協
斗缶エコかまど”などの手作り器具で、参加者の皆さんの協
力もあって、牡蠣の炭火焼、とり肉燻製、はまちタタキ、焼
力もあって、牡蠣の炭火焼、とり肉燻製、はまちタタキ、焼
き鳥と、箸を置く間もないくらいに次々と供され、みなさん
き鳥と、箸を置く間もないくらいに次々と供され、みなさん
の舌を唸らせていました。燻製調理器はトリ肉から落ちる油
の舌を唸らせていました。燻製調理器はトリ肉から落ちる油
でチップが燃えないようにカバーが装着されています。
でチップが燃えないようにカバーが装着されています。
また、
また、
一斗缶エコかまどには寒風で火力が減殺されないように風防
一斗缶エコかまどには寒風で火力が減殺されないように風防
に工夫がされています。メインディッシュ級の料理で満腹に
に工夫がされています。メインディッシュ級の料理で満腹に
なったあと、デザートで焼きリンゴが振舞われ、その次に焼
なったあと、デザートで焼きリンゴが振舞われ、その次に焼
きマシュマロを挟むミニホットケーキが、ショートケーキに
きマシュマロを挟むミニホットケーキが、ショートケーキに
近い味がして好評でした。野外調理の腕を披露したあと、参
近い味がして好評でした。野外調理の腕を披露したあと、参
加者同士の親交をさらに深め、
加者同士の親交をさらに深め、
午後
午後33時に閉会となりました。
時に閉会となりました。
野外調理に興味をお持ちの会員の方は、ぜひ来年のこの事
野外調理に興味をお持ちの会員の方は、ぜひ来年のこの事
業に参加してみられませんか？
業に参加してみられませんか？
(報告書：兵庫県キャンプ協会
(報告書：兵庫県キャンプ協会副理事長
副理事長朝倉克浩)
朝倉克浩)
マダニ�����
マダニ�����
春から秋が活動期です。野山や草地や藪のあ
春から秋が活動期です。野山や草地や藪のあ
る場所を歩くときは肌の露出を少なくしてマ
る場所を歩くときは肌の露出を少なくしてマ
ダニが入り込まない工夫が必要です。
ダニが入り込まない工夫が必要です。
詳しくは下記の厚生労働省の
詳しくは下記の厚生労働省のHPHPを確認。
を確認。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts_qa.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts_qa.html
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� � � � �
�県野外活動フ�ー���０��
in 兵庫県立嬉野台生涯教育センター

主催：(公財)兵庫県生きがい創造協会 嬉野台生涯教育センター
後援：(公財)兵庫県青少年本部、 兵庫県青少年団体連絡協議会
協力：(財)野外活動協会、 兵庫県キャンプ協会
平成 24 年 12 月 8 日に実施された標記の会合では、県内外から野外活動をキーワードに６０名を超え
る老若男女が集い、活動に関する現況の共有やネットワークづくりを行いました。企画の段階からの協
力、そして当日は桑田会長が当協会の取組みを発表したほか、兵庫県キャンプ協会役員も様々な役割の
出番で実施のサポートをさせていただきました。昨年度から始まった事業ですが、今後も野外活動の普
及推進、そして発展に向けた試みとしてより効果的な継続実施を願っています。
＜主なプログラム＞
今後の野外活動のあり方
神戸 YMCA 名誉主事
山口
徹
生かされて生きる共育時代
(実践発表) テーマ：野外活動の魅力と可能性
〔コーディネーター〕野外活動協会
清水 勲夫
生涯学習サポート兵庫の取り組み
生涯学習サポート兵庫
山崎 清治
うれしの台ユースセミナーの取り組み
豊岡市立日高小学校教諭
青木 伸也
国立淡路青少年交流の家の取り組み
国立淡路青少年交流の家
大塚 剛啓
兵庫県キャンプ協会の取り組み
兵庫県キャンプ協会会長
桑田 千照
リスクマネジメント
関西学院大学(兵キ協会副理事長)
甲斐 知彦
ワークショップ(�コース) 食のマネジメント
日本レクリエーション協会
池辺 美保子
キャンプカウンセリング
野外活動協会(兵キ協会副会長)
清水 勲夫
総括助言
大阪国際大学(兵キ協会理事長)
高見
彰
�報交�会
夕食をとりながらネットワークづくり
＊翌日は冒険教育の実習体験会が開催されました
����

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

（感想）基調講演、実践発表から改めて野外活動の魅力や可能性、そして必要性を感じるこ
とが出来ました。さらに、分科会は自身の見識を深められる大変良い時間となりました。
そうした、学びと気づきの多い一日を終え、課題として感じたことは「野外活動を通して得
た学びを『その時、その直後だけ』で終わらせない工夫」また、「『野外活動は良い』という
認識はされつつあるものの、それを社会にどう訴えかけていくか」という 2 点です。
自分自身、考え続けていくのはもちろんですが、様々なフィールドで活躍されている皆様と
も意見や想いを出し合って、新たな方向性を見出せたらなと感じました。（H・H）

関西野外活動ミーティング�０��
3 月 4 日:大阪ドーンセンターにて

主催：関西野外活動ミーティング 2013 実行委員会
協賛：近畿地区各府県キャンプ協会 他
恒例となった本事業。関西において野外活動を担う団体・施設・教育機関等が集まり、研究発表な
らびに実践報告を行いました。今年も兵庫県から多くのメンバーが参加また発表の機会を得ました。
発表テー�
団体。施�名 発表�
「ユースセミナーを通して育みたい力」
ポスターセッション
嬉野台生涯教育センター
研究発表
美方高原自然の家
小学生対象キャンプにおける
西垣幸造 氏
経費と内容の調査について
実践発表
兵庫県キャンプ協会
かまどの炎を効率的に使う方法
小西 巧 氏
実践発表
いえしま自然体験センター
自然と共に生きる
山本行宣 氏
実践発表
嬉野台生涯教育センター
「うれしの台ユースセミナー」の取り組み
後半は「キャンプ活動と SNS ～魅力的なキャンプの伝え方～」をテーマにしてシンポジウムが行われ
ました。最近とみに関心が集まっている SNS(ソーシャルネットワークサービス)に関するマーケティン
グ方面のアプローチが紹介されるなど、参加者に身近なフェイスブックやミクシィを使った広報が紹
介され、有意義な会となりました。
（K・A）
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(社)日本キャンプ協会公認

２０１３年度

�������������������
―

スタンダードを大切にした安全で楽しいキャンプ ―

キャンプを楽しむ基本的なノウハウや考え方を講習していきます。また、今求められて
いる危機対応や安全管理についても体系的に学んでいきます。資格とともにスキルアップ
して、夏のキャンプシーズンを迎えましょう。
日 �

2013 年 �月 ２日(日) 10:00～16:30
2013 年 �月 ８日(�) 10:00～ �日(日)15:30(1 泊２日)

会 �

ＯＡＡはりまハイツ（加古川市加古川町日岡山 http://www.harima-heights.com/）

内

キャンプについての理論、基礎実技・応用実技を学習します。
（講習プログラムは次ページのとおり）

容

※１８歳以上で、筆記試験合格者は(社)日本キャンプ協会認定のキャンプインストラクター資
格が取得できます。（取得・申請の費用が別途必要です）
対

�

定�２０名
学校や地域・職域また、青少年団体をはじめ、教育・福祉活動に関係する方、それをめざし
ている方で、上記の趣旨、内容に興味・関心のある方・・・。

参加費

１１�５００円（講習テキスト、宿泊費、食費、保険料含む）

主

催

兵庫県キャンプ協会

講

�

兵庫県キャンプ協会、トップレベルの指導者が担当します。

申込み

氏名、住所、電話番号、年齢、性別、勤務先または学校名を明記して、メール又はＦＡＸ・
郵送にて兵庫県キャンプ協会にお申し込みください。参加費の下記口座への振り込み確認
をもって正式受付とします。お問い合わせは事務局まで。(※５月３０日(木)締切)

その�

資格取得検定・申請の費用は１５�０００円です。最終日に別途納入が必要となります。
（受験料、公認料、登録料、入会金、初年度会費等が含まれます）
参加費振込口座・銀行振込：三井住友銀行神戸駅前支店

普通№7549534

・ゆうちょ銀行：14250-276351 いずれも名�は兵庫県キャンプ協会

・１日目は理論中心の日帰り講習。2、3 日目は実技を数多く取り入れた宿泊講習です。
テント設営の実習も予定しますが、宿泊は施設泊です。(次ページに講習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ記載)
・活動しやすい服装でご参加下さい。実習の材料･用具については、主催者で用意しますが、作
業用手袋、タオル、水筒などの個人装備は各自でご用意下さい。
・キャン�ル料について、実施日の１週間前より必要になります(3,000 円)、
当日は全額になります。取り消しの際は早めのご連絡をお願いします。
※ �、求められる安全安�。
活動の質や楽しさをめざしていきますが、内容の充実ともに安
全への責任、配慮が求められています。野外で多様な活動をす
るキャンプでは、様々な危険予知、場に応じた危機対応が必要
とされ、そのノウハウが蓄積されています。これらを身につけ
ることはキャンプだけでなく、あらゆる場面で生きてきます。
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�����������������������
資格は��てる�ど�習の機会�あれ�、という有資格者対�の講習会��
キャンプの実践的なノウハウを体験講習。危機対応や安全管理のスキルを学びます。指
導の技術もステップアップしてキャンプシーズンを迎えましょう。インストラクター養成
講習の実技講習と並行して実施されます。（���対�事�）

６月 ８日(土)

時

2013 年

会

�

ＯＡＡはりまハイツ（加古川市加古川町日岡山 http://www.harima-heights.com/）

対 �

�員�５名

10:00～

９日(日)15:00(1 泊２日)

日

（キャンプ協会会員に限ります）※５月３０日(木)締切

８�５００�（宿泊費、食費、保険料含む）

参加費

会員№、氏名、住所、電話番号、年齢、勤務先等を明記し、メール又は FAX・郵送にて
参加費を添え事務局まで。（ｷｬﾝｾﾙ料の扱い、参加費振込先はｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ講習と同様）

�込み

(インストラクター講習は全日�・ステップアップ講習は 2～3 日目の日���です)
1 日目

9:30
10:00

12:00
13:00

６月

２日(日)

受付
開講 ��エンテーシ�ン
●キャンプの��〈理�〉
・目的と意義
・ルールとマナー
・環境教育
～なぜ、今ｷｬﾝﾌﾟなのか～
昼食
休憩
●キャンプの指導〈理�〉
・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの役割
・ｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ
～ｷｬﾝﾌﾟ指導者のあり方～

（交流タイム含む）
終了
16:30

２日目

６月 ８日(土)
３日目 ６月 ９日(日)
インストラクターステップアップのつどい同時開催

受付
9:30
10:00 ●キャンプ��技術
〈実技〉
・テント設営
・ロープワーク
・野外炊飯
12:00
13:00 ●キャンプでの���
〈実技〉
・野外ゲーム
・クラフト
・自然観察･･･他
16:00 ●キャンプの対�〈理�〉
・人、自然の理解
18:00 夕食
19:00
●交流�ｸ���ﾞ��〈実技〉
20:30
入浴 就寝

7:30

9:00

12:00
13:00

14:30

15:30

起床 洗面
朝食(野外炊さん)
身辺整理
●キャンプの安全〈理�〉
・安全の考え方
・安全管理の実際
・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの基本
昼食
休憩
●キャンプの安全〈実技〉
・ファーストエイド
・危険予知とその対処
講習修了
●�験・����
（資格取得希望者のみ）
解散
＊天候等による変更有
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������ �会の��
�2013年度 研究助成事業の�付開��
兵庫県キャンプ協会 会 長

桑 田 千 照

2013年度の総会を下記要領にて開催します。兵庫県協会は創立25周年を
迎えます。協会のそしてキャンプのこれからについて、ご一緒に考える機
会も持ちたいと計画しています。総会は正会員(84の個人、団体が登録)を
構成員として開催しますが、一般会員の方もオブザーバー出席が可能です。
正会員には別途、出欠確認(委任状付)葉書を送付しますので、期日までに
ご返送下さい。今回は前日に『キャンプ塾』の第一回講座を開催、ぜひご
参加下さい。今回の『塾』は宿泊(夕朝食付)をセットしての開催です。
兵庫県キャンプ協会 ２０１３年度総会
◎ 日

時：2013年 5月1�日(日)10:00～12:00 (�:30より�付)

◎ 会

�：���はりまハイツ 会�� ☎０７９(４２４)３８４６
加古川市日岡山(JR加古川より加古川線つぎの日岡駅下車徒歩10分)
http://www.harima-heights.com

◎ �

�：・2012年度事業、会計報告について
・2013年度事業、予算計画について・その他
・2013年度研究助成事業審査 2012年度助成事業成果報告

◎ 研究助成事業について（１件５万円、２件まで）
キャンプ、野外活動の新たな展開や充実に資する研究や事業が対象。総会での提案
(ﾌﾟﾚｾﾞﾝ)の後、審査決定。翌年総会での成果報告が条件となります。
＊希望者は５月１３日(月)事務局必着にて応募下さい。申請は兵庫県会員に限ります。
＊応募様式は協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞまたは事務局までお問合わせ下さい。

◎ その他：『キャンプ塾』参加者は宿泊、朝食後、総会へ出席(下記参照)
◎ 総会出席お申込��付：５月１３日（月）�(必着)
正会員には別途、出席確認葉書を送付します。欠席時も委任状として必ずご返送
下さい。一般会員の出席ご希望者は事務局まで、お名前会員№をご通知下さい。
＊正会員の方ご��！：２年��ての通知なし欠席者は自動�に正会員資�を�います。

“兵庫キャンプ�” 開講!!
�������������、������ 、������������、���、���
こんな人たちをゲストに招き、参加者同士も語り合いながら、１年 （年４回を予定）、キャンプを
まじめに考えたいと思っています。ちょっと堅い話も織り交ぜ、今こそ、「キャンプの�� 」につ
いて、じっくり考えたい、という方々の参加をお待ちしています。(ｾ��ｰ�式にて、定員２０名�度)
（ 第２回まで�講���！(実費��有) その後は�回2,000円を予定）

第1回

2013年５月１８日(�)１６：００～２１：００（塾・夕食込）
�ﾞ�ﾄ：鍬方志郎氏 (兵庫県キャンプ協会顧問,(一社)いえしま自然体験協会会長) 他
会�：OAAはりまハイツ[参加費4,000円 (1泊2食)、宿泊されない方は2,100円（夕食代）]

「スライドショーで振り返る 兵庫県キャンプ協会の誕生から現在そして、」
～スライドを見ながら、兵庫県キャンプ協会の生い立ちを共有しましょう！～

第2回は「あなたはなぜキャンプをする？」（仮題）8月実�予定

�うご期待！

�お申込�は事務局まで、�し定員にて�め�ります

キャンピングひょうご №７１

- 6 -

～『キャンプ コラム』 ～気づき・学び・魅力～
『キャンプ』一言でいっても、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』今回は、
高見彰氏にご登場いただきます。

高見

彰氏

（兵庫県キャンプ協会理事長、大阪国際大学人間科学部スポーツ行動学科教授）

『キャンプの��性を多�面にアピールしよう』
私の野外活動との出会いは、大学時代に遡ります。大学入学したての頃は、大学生活に大きな夢を
持っていました。しかし、授業、クラブを中心に進んでいく単調な生活に「これが大学生活か？」と
疑問をいだくようになっていました。そんな時、寮の談話室にテントを張って寝ている同級生に出会
い、そこで初めて野外活動の存在を知ることになります。誘われるままキャンプ、野外活動の世界に
のめりこんでいき、専門の勉強をするようになっていきました。キャンプ、登山、スキーや雪上キャ
ンプなど一年中自然と対峙して充実した大学生活を送ることができ、この時期の体験が今の高見を形
造っていると言っても過言ではありません。大学卒業後もこの世界に身をおく環境に恵まれ、今に至
っています。
さて、最近キャンプに思うことは、キャンプが学校教育や人間教育の分野のみならず、
「社会的トピ
ックス(関心事)」にもっと入り込むことによって社会的なポジションをつかめないかと強く思うよう
になっています。
一例として、
「キャンプと防災」。最近世界の各地で頻発する大地震が引き起こす津波、洪水や異常
気象による豪雪、豪雨などにより深刻な被害がもたらされるにつけ、世界規模での防災意識に高まり
が見られます。災害時や防災にキャンプ技術をもっともっといかせないでしょうか。私は被災経験か
ら、同じボランティアの中でも「キャンプの指導者はひと味ちがう」と大きな手応えを感じることが
できたものです。避難所支援についても、キャンプ関係者はディレクターを中心に各係分担が明確に
され、組織的に動くことができ、一人一人の動きにムリ、ムダ、ムラがなく、一つの組織でまかない
きれない部分は、そのネットワークを最大限に利用し、解決することができる。なんといっても個人
の資質、モラルの高さが秀でている。廃材を使って焚火をたく、大鍋を使って炊事する、テントを張
ったり、ビニールシートを使ってタープを張る、大勢の人を整然とさばく、ゴミの処理など衛生面の
工夫など日頃のキャンプでは当たり前の技術が、緊急時にどれだけ大きな力となることか。目の前に
資材があってもうまく使えないというボランティアが多い中、キャンプで培われた関係者の動きは、
被災住民の目にも輝いて見えたことと思います。さらに、対人関係においても常日頃、参加者の個性、
立場を大事にすることを心がけているが、ここでも身体的にも精神的にも傷ついた被災者一人一人の
気持ちを大事にした言葉がけや態度は、キャンプカウンセラーとして身についているあたりまえの対
人関係スキルです。まさしく私たちが「防災」という分野に充分にアピールできることを証明してい
ると思いませんか?
また、少子化、晩婚化の社会問題に対してキャンプはその一助になり得ないでしょうか。最近、町
ぐるみの婚活、スポーツを通じた婚活など全国各地で開催されるようになってきています。キャンプ
を通じた婚活なんてのもありだと思いませんか。キャンプは生活そのものなので、その人の人柄や性
格、生活習慣が表に出やすい。相性をみるにはうってつけの状況を提供することができます。一緒に
食事を作り、活動をする中でうわべだけでなく内面の人柄に触れるチャンスはたくさんあります。
これらはほんの一例であり、まだまだキャンプの力を試す場はたくさんあると思います。キャンプ
は子どもたちだけのものという発想から抜け出し、文字通り CAMPING for ALL の実現に向けて私たち
も柔らかい発想でキャンプと接して行く必要があるようです。
【編集後記】
新年度となり、環境が変わった方、変らずに心機一転と
自ら活力を見出している方もいるかもしれません。
先日、新入生らしき子どもが手を挙げて横断歩道を渡っ
ていました。あなたは一体何歳頃までやっていましたか？
幼い頃に大人から教わったこと、大切だと意識出来るこ
とを改めて意識し実行してみるのはいかがでしょう。

兵庫県キャンプ協会事��
〒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
TEL/FAX ０７８(３３３)７６７７
ＨＰ＝ http://hyogo.camping.or.jp/
E-mail= hyogo@camping.or.jp

            （R・H）
      

