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副理事長 甲斐知彦

昨今の科学技術の発展はめざましく、さも全てのことが人間によってコントロールできてしま

うような錯覚さえ覚えてしまいます。しかし、豪雨や大雪といった自然の驚異を目の前にすると、

自然の力の大きさと同時に人間の力の小ささを痛感します。世の中はどんどん便利で楽な方向に

進み、それらを享受する我々はますます生きる力を失っていくようでなりません。例えば、「火」

をとってみても、電気を使ったIH調理機器を使えば火を見ることなく生活を送ることができます。

近い将来、キャンプの場で「火を見たことがない」といった子どもたちを迎えることになるかも

しれません（もう、体験済みの方もいらっしゃるかも知れませんが…）。その意味で私たちが行

うキャンプは多くの可能性を秘めていると思っています。キャンプは自然との共存、先達の知恵、

人とのコミュニケーション…と多くの学びの機会を与える場です。

兵庫県キャンプ協会は昨年 25 周年の節目を迎えました。これまでも多くの事業を展開し、国内

のキャンプ協会の中でも先進的な取り組みを行ってきた兵庫県キャンプ協会ですが、昨年度は新

たな取り組みとして「兵庫キャンプ塾」を開催しました。第 1回では、「キャンピングひょうご」

を中心に兵庫県キャンプ協会の歩みを振り返ったり、設立時からの年表を参加者全員で作成する

などして、兵庫県キャンプ協会の中での「私」を皆さんに知っていただきました。これまで「キ

ャンピングひょうご」の編集を担当してくださった皆様のおかげで実現した企画です。私自身も

年表の中での「自分」をみて、兵庫県キャンプ協会と関わり始めて、今年で 18 年にもなるのだと

感慨深いものがありました。

私たちはややもするとすぐに役立つことに飛びつきたくなりますが、そもそもキャンプ塾は一

見役にたたないと思われがちな「キャンプの哲学」なるものを大切にしたいとの思いからスター

トしました。「兵庫県キャンプ協会はどんな歩みをしてきたの？」「キャンプをやる意味はなに？」

「自分たちが抱く思いをどうやって伝えたらいいの？」と、「そんなことどうでもいいじゃない！」

と思われそうなことに敢えて目を向けようと考えました。行き着く先はどこか分かりませんが我々

の知的好奇心の赴くままに続けていきたいと思っています。そして、その先には、「兵庫県キャ

ンプ協会のための哲学」があると思っています。

前述のとおり、世の中は様々な進歩と共にどんどん便利になっていきます。便利になると面倒

なことは避けられます。でも、その面倒なことでしか学べないことがたくさんあります。キャン

プはまさに便利とは真逆な存在です。だから、キャンプはこれからの時代を担う世代には欠かせ

ない存在だと思っています。また、便利とは裏腹な哲学に回帰することは本物のキャンプを行う

上で欠かせないと思っています。

「古きを温めて新しきを知る」

これまで築き上げた25年の歩みを受け止めて、また新たに1歩を踏み出す一年にしたいものです。

２ ０ １ ４ ．４

NO.７６

新年度に向けての抱負
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会員交流プログラム報告

『冬の味覚を楽しむデイキャンプ２０１４』

2 月 16 日(日)神戸市垂水スポーツガーデンにて

冬の会員交流事業「冬の味覚を楽しむデイ

キャンプ」今年は会場を神戸市平磯公園に移

して開催しました。

県内の海の幸、山の幸を集めて、野外調理

の腕自慢がお勧めのレシピを振る舞うことか

ら、毎年好評をいただいている事業で、今年

も 23 名が参加されました。

海の幸代表は家島の牡蠣と瀬戸内海のブリ、山の幸代表は宍粟の猪肉と白菜などの野菜で、

どれも生産者直取引で仕入れた食材です。午前 11 時にスタートしました。

お迎えする協会スタッフは、調理に市販の器具は使わずに、こだわ

りのオリジナル手作り器具で火起こしから調理まで徹底しています。

まず炭の火起こしには“一斗缶エコかまど”が活躍して、見る間に調

理に十分な着火炭が準備されます。まずは牡蠣の炭火焼からスタート。

家島で朝に水揚げされた大粒の牡蠣がどんどん焼かれて配られてゆき

ます。続いて参加者の皆さんの協力もいただいてブリのタタキ、アラ

の塩焼き、魚すきと次々にメニューが進む頃にはテーブルのあちらこ

ちらで「美味しい！」「最高！」という声が上がっていました。そう

している間に“燻製調理器”から取り出されたのは豚肉の燻製です。

焼き立てパンと一緒に供され、みなさんの舌を唸らせていました。

隣のスタンドは猪肉のすき焼き。播州では

昔からしし肉は味噌味ではなく、すき焼きで

食します。味付けは地元龍野の本醸造醤油を

使って提供されました。メインディッシュ料

理の合間に出された焼きリンゴがアクセント

になって、鍋料理の締めのうどんも早々に完

食。最後のわらび餅は子供たちに作ってもら

って、全部の料理をおいしくいただき、参加

者同士の親交をさらに深め、午後 2 時に散会

しました。

美味しく楽しく過ごせる交流プログラムに、会員の方はぜひ来年もご参加をお待ちしています。

会費分は絶対にご損はありませんよ！ (副理事長 朝倉 克浩)
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第三回 キャンプ塾 報告
日程：２０１４年３月９日(土)

会場：神戸市青少年会館 研修室

3 回目を迎えた今回は、講師に神戸夙川学院大学

教授の西村典芳氏をお招きし、「思いをカタチに！～

なりたい自分になる～」のテーマで、キャンプ事業

を足がかりに旅行業、食育、農山漁村交流、企業研

修、健康保養地事業などへと活躍の場を広げてこら

れたご経験をもとに、自らの器を大きくするために

は何が求められるのか、何が必要か、を講義してい

ただきました。参加した 14 名の参加者は、自分に限

界を作らない目標の立て方と、なりたい自分に追い

込んでゆく姿勢の重要性が強く感じられた講義でし

た。

昼食をはさんで午後からはグループ討議に移り、協会が抱える問題点や今後の方向性について、

午前の講義で受けたあるべき姿を追い求める姿勢で、全員で活発な討議を行いました。ここでは

キャンプ指導者のすそ野を広げてゆくための方策や、新しい事業のアイデアを出し合い、次回の

キャンプ塾の課題につなげてゆくことができた会合となりました。 (副理事長 朝倉克浩)

尼崎 キャンプインストラクター講習会実施報告

(公)尼崎スポーツ振興事業団主催、兵庫県キャンプ協会協

力で、2 月 9 日(日)サンシビック尼崎にて 1 日講習。2 月 22

日(土)から23日(日)尼崎市青少年いこいの家で実技を中心の

講習会が開かれました。

受講生は 10 名で、県外、遠く福井県からも参加者がいらっ

しゃいました。年齢も幅広くバラエティーに富んでより多く

の交流が持てたようです。講習の方も講師それぞれの経験を

交え実践に活かせるようにお伝えすることができたかと思い

ます。

今回、参加者から希望があったダッチオーブンを用い野外

調理でポトフに挑戦。

最終日、あいにく諸事情で宿泊研修は 1 名が欠席、検定会

に臨まれて…みなさん見事合格!!
新しく９名のキャンプインストラクターが誕生しました。

今回の講習で築いたネットワークや、経験、知識などをた

いせつにし、今後の皆さんの活躍をお祈りしています。

以下参加者感想（抜粋）

・野外活動の色々な知識が高まり今後の活動の自信になった。今後も講習会に参加したい。

・野外活動については、自然観察から入ってので、全般的な技能、知識の習得機会を探していた。

今後キャンプを通じて広範囲の野外活動に挑戦してみたい。

・キャンプについての、新しい情報や技術を学ぶことができた。

・ボランティアとしてキャンプに関わってきたが、新たな知識を身に付けたことと、これまでの

自分の培ってきたものの再確認ができた。また、色々な年代の色々な活動をしてきた方とコミ

ュニケーションがとることができた。

・教科書に載っていないことまで多くのことを学ぶことができた。

(理事 三木 秀人)

BUC 認定事業



- 4- キャンピングひょうご №７６

(公社)日本キャンプ協会公認 ２０１４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スキル、考え方を学びます。また、今求められる危機対応や安全

管理についても体系的に学びます。指導者を目指す方にはぜひチャレンジしていただきた

い講習です。検定後、(公社)日本ｷｬﾝﾌﾟ協会認定のインストラクター資格が取得できます。

日 時 2014 年 ６月 １日(日) 10:00～16:30 ６月 ７日(土) 10:00～ ８日(日)15:30(1 泊２日)

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

内 容 キャンプ理論、基礎実技、応用実技計２０時間を講習

※１８歳以上で、筆記試験合格者は(公社)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 象 定員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。上記の趣旨、内容に興味・関心のある方・・・。

参加費 １２,５００円（講習テキスト、宿泊費、期間中の食事費、保険料含む）

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２８日(水)締切)

その他 資格取得検定・申請の費用は１５,０００円。最終日に別途納入が必要です。

（申請費用には受験料、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 いずれも名義は兵庫県キャンプ協会

・活動しやすい服装でご参加下さい。実習の材料･用具は主催者で用意しますが、作業用手袋、

タオル、マイカップなどの個人装備は各自でご用意下さい。

・キャンセル料：実施日の１週間前より必要になります(3,000 円)前日以降は全額になります。

1 日目 ６月１日(日) ２日目 ６月７日(土) ３日目 ６月８日(日)

9:30

10:00

12:00

13:00

16:30

受付

開講 オリエンテーション

●キャンプの特性〈理論〉

・目的と意義

・ルールとマナー

・環境教育

～なぜ、今キャンプなのか～

昼食 休憩

●キャンプの指導〈理論〉

・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

9:30

10:00

13:00

16:00

18:00

19:00

20:30

受付

●キャンプ生活技術〈実技〉

・テント設営

・ロープワーク

・野外炊飯

●キャンプでの諸活動

〈実技〉

・野外ゲーム

・クラフト

・自然観察･･･他

●キャンプの対象〈理論〉

・人、自然の理解

夕食

●交流ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ〈実技〉

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〈理論〉

・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

●試験・諸手続き

（資格取得希望者のみ）

解散

＊天候等による変更有

キャンプインストラクター資格取得講習会
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2014年度 総会の告知
〔2014年度 研究助成事業の受付開始〕

兵庫県キャンプ協会会長 桑 田 千 照

2014年度の総会を下記要領にて開催します。研究助成事業の審査会も行

いますので、申請希望者はご準備下さい。総会は正会員(個人71、団体6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『キャンプ技大連発セミナー』を開

講します(BUC申請中)。こちらのイベントにもぜひご参加下さい。

兵庫県キャンプ協会 ２０１４年度総会

◎ 日 時：5月11日(日)10:00～12:00 (9:30より受付)

◎ 会 場：ＯＡＡはりまハイツ 会議室 ☎０７９(４２４)３８４６

加古川市日岡山(JR加古川線 加古川駅の次の日岡駅下車徒歩10分)
http://www.harima-heights.com

◎ 議 題：・2013年度事業報告、会計報告について
・役員の改選について（2014～2015年度）
・2014年度事業計画、予算計画(案)について・その他
・2014年度研究助成事業審査

◎ 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４月３０日(水)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ページからダウンロード又は事務局までお問合わせ下さい。

◎ その他：『キャンプ技大連発セミナー』参加者は宿泊朝食後、総会へ(下記参照)

◎ 総会出席お申込み受付：５月２日(金)迄(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。

＊正会員の方ご注意！：２年続けての通知なし欠席者は自動的に正会員資格を失います。

【とっても役に立つ キャンプ技大連発セミナー】 開講!!(BUC)
楽しいキャンプ、盛り上がるキャンプには欠かせないキャンプ技の「ゲーム」と「野外調理」を

まとめて実演・実技指導いたします！キャンプ協会のスペシャリストが揃い、参加者の皆さんに懇

切丁寧に指導します。覚えて帰れば、次のキャンプですぐに使える技ばかり！ご自身のレパートリ

ーをもっと広げたい、楽しく技を身につけたい、という方々の参加をお待ちしています。

日 時： ５月１０日(土)１５時集合 １９時終了予定

会 場： OAAはりまハイツ

参加費： 会員＝5,700円(1泊2食)、宿泊されないｾﾐﾅｰのみの方2,500円

(食材・教材込) 非会員はそれぞれ6,700円、3,000円となります

（宿泊者には延長の特プロも・・・）

定 員： 日帰り、宿泊合計で３０名程度

ゲーム大連発・・・アイスブレイクｹﾞｰﾑ、イニシアチブｹﾞｰﾑ、とっておきｹﾞｰﾑ etc.

野外調理大連発・・・ダッチオーブン料理、燻製料理、季節山菜料理 etc.

出来上がった料理で夕食を楽しく召し上がっていただきます。

※お申込みは事務局まで、但し定員にて締め切ります
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～『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。。。。

今回のキャンプコラムは、私が担当します。 （理事 原田 礼）

私の幼児期、家族で父の会社の保養所(山小屋)へ行くことが我が家では「キャンプ」でした。初日

の昼食が当時普段食べれなかったインスタント焼きそばで、それが嬉しかったのを覚えています…。

数時間の渋滞の中を空調無き車の道中はしんどさもあったと思うのですが、ただただ「楽しかった！」

という印象が残っています。

小学生になると、何となく近所の流行のような勢いである団体に入りました。しかし、就寝前や起

床時、整列して“歌う”という活動があり、当時の私にはこの楽しさや価値を見出すことが出来ず、

早々に退団してしまいました。その後、学生の頃にふとキャンプに興味を抱いたものの、当時の私は

部活を終えると学内の寮に直帰、着いたら大急ぎで入浴・清掃・廊下に整列、寮母さんの点呼後は外

出禁止！という日々を過ごしておりましたので、キャンプ団体に関わることは出来ませんでした。

卒業後、キャンプの指導者養成を受けたいと思い、雑誌のキャンプ特集記事を手掛かりに片っ端か

ら電話をしてみましたがどこも既卒の私を受け入れてくれませんでした。ある方からお声がけ頂き、

訳も分からず大阪に行き、そこから九州に近い無人島へ向かいました。決まったプログラムは無く、

日々住環境を整える。しかも台風が来て島から出られず、漁師の方が様子を見に来て「海に近づくな！」

と,,,これがキャンプ引率者デビューでした。

この頃はとにかく実践を積もうと、様々な団体の活動に参加させていだきました。皆さん、「炊飯

時飯盒にクレンザーを塗りますか？」「炊飯中、蓋開けますか？」「火を炊くのに団扇は必須ですか？」

「“和武器、炊工具、食器セット”これ何をイメージされますか？」その団体やその人には当たり前

の事でも、他者には解りづらいことがあります。活動の違いや解りづらさを感じた私は、やがて無意

識に目的を重んじるようになりました。

“目的”あるはずのキャンプ、“ねらい”があるはずのプログラム。指導者の指示に参加者がただ従

う、いつの間にか単なる“作業”となっていませんか。指導者として「方法を強要するのではなく、

時には“なぜそうするか”相手が納得する理論も必要かもしれません。そして、“相手が何をしてい

るかではなく、心の中に何が起こっているか”を考えて、参加者が知恵を生み出し、自ら考えて動き

出すまで、指導者は可能な限り“待つ”姿勢で対応する。」これらが、大切な考え方の１つなのかも

しれません。

私が携わってきたキャンプでは「チャレンジする心を養う、達成感を味わう、仲間や自然の大切さ

を感じる」と“ねらい”に掲げることも少なくありません。数年キャンプ指導に携わるなかで、ある

日気づいたことがありました。それは、私自身が仲間や自然の大切さを心から実感した最近の出来事

がすぐに思いつかなかったのです。そんな自分の状況に違和感があり、気づいた日から、ちょいとし

た冒険が始まりました。

カヤックで小豆島 1周、海外キャンプ、雪プロ、登山、そして母との登山…etc。戸惑いや怖さ、様々

な葛藤を経て、そこには気づきや感動がありました。世阿弥は、三つの「初心忘れるべからず」を述

べられたそうで、まさにそうだなと思います。キャンプには様々な課題や魅力があります。それは、

きっと実際に体感した人の言葉にこそ響く、音色をもたらすことと思います。

皆様にもっと伝えなければならないことがあるようにも思いますが、私が“なぜキャンプをするか？”

少し振り返ってお伝えしてみました。少しでも何かに響けば幸いです。

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８階 OAA 気付

TEL/FAX ０７８(３３３)７６７７

ＨＰ＝ http://hyogo.camping.or.jp/

E-mail= hyogo@camping.or.jp

※すべてのプログラムのお問い合わせ先です

【編集後記】

私は毎日使用する駐輪場のおじさんに「おはよう」と挨

拶をいただき、朝が始まります。そして時には近くの銭湯

に行き、名前も知らないそこに居る方々と「おやすみなさ

い」と挨拶を交わして一日が終わります。

休日、リュック背負った私を見かけた駐輪場の方が話か

けてこられ、山のことを色々教えてくださいました。

山では挨拶することが生存確認の意味を成すこともある

と思いますが、普段も挨拶はやっぱり大事ですね。（R・H）


