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『冬の味覚を楽しむデイキャンプ２０１７』
2 月 12 日(日)神戸市垂水スポーツガーデンにて

（会員交流事業）

真冬の会員交流事業「冬の味覚を楽しむデイキャ
ンプ」を、明石海峡大橋を望む神戸市垂水区の平磯
公園で催しました。野外調理の腕自慢が、兵庫県各
地の食材を選りすぐって献立を考えます。毎年この
開催を楽しみにしておられる方も多く、今年も家族
参加も含め 21 名が参加されました。
【当日の献立】

瀬戸内より、焼きガキ、ハマチのたたき
相生より、鴨ロースト、焼き鳥、チーズ燻製
北播磨より、冬野菜の芋煮、もちむぎ麺、焼きいも
デザートは、焼きリンゴ、コーヒー
メニューは当日開始前に発表です。午前 11 時に調理スタート。“一
斗缶エコかまど”から炭がバーベキュースタンドに準備され、北播磨
の岩津ネギを使った焼き鳥がふるまわれました。次の芋煮は、県内あ
ちらこちらで味付けが違いますが、昔、報恩講では、里芋と牛肉をし
ょうゆ味で、しょうがを効かせた味付けがよく食されていましたから、
今回はそのように。福崎特産もち麦麵を入れて、汁まで堪能です。

その頃バーベキュースタンドでは、メイン料理の焼きガキが
いい香りをさせて焼きあがってきました。あつあつの白い身を
ほおばると、磯の香りがしてたまりません。続いてハマチのタ
タキに舌鼓を打ち、鴨のローストにも手が伸びます。
最後に焼きリンゴとダッチオーブンからの安納芋の焼きいも
で締め、準備された食材はすべて完食！となりました。
来年の“冬の味覚を楽しむ”もご参加をお待ちしています。
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(公社)日本キャンプ協会公認

2017 年度

キャンプインストラクター資格取得講習会
―

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。
希望者は検定後、(公社)日本キャンプ協会認定のインストラクター資格が取得できます。
日
会
内

時
場
容

2017 年 ６月１８日(日)10:00～16:30 ６月２４日(土)10:00～２５日(日)～15:30(1 泊２日)
ＯＡＡはりまハイツ（加古川市日岡山 http://www.harima-heights.com/）
キャンプ理論、基礎実技、応用実技計２０時間を講習（下記講習日程）
※終了後の検定試験合格者は日本ｷｬﾝﾌﾟ協会認定のｷｬﾝﾌﾟｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格が取得可(費用は別途)
持ち物等 筆記用具、活動しやすい服装、タオル、マイカップなど個人装備、保険証(実習の材料･用
具は主催者で用意。宿泊は和室、詳細は１日目にご案内)
対 象 定員２０名程度
学校や地域、職域また青少年団体をはじめ、教育・福祉活動に従事する方、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（資格申請は 18 歳以上の方）
参加費 １２,８００円（講習用専門テキスト､宿泊費､3 日間(自炊含む 5 食)の食事費、保険料含む）
申込み 氏名、住所、電話№、年齢、性別、勤務先又は学校名を明記、ﾒｰﾙ又は FAX・郵送にて兵庫県
キャンプ協会まで。参加費振込み確認をもって正式受付とします。(※６月１４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。
（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：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
・キャンセル料：実施日の１週間前より発生(5,000 円)。前日以降は全額になります。
≪講習日程≫

1 日目 ６月１８日(日)
9:30 受付
10:00 開講 オリエンテーション
10:30 ●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～
12:00 昼食
休憩
13:00 ●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）
16:30 終了

２日目 ６月２４日(土)

３日目

６月２５日(日)

9:30 受付
7:30 起床 洗面
10:00 ●キャンプ生活技術〈実技〉
朝食(野外炊さん)
・テント設営
身辺整理
・ロープワーク
9:00 ●キャンプの安全〈理論〉
・野外炊さん
・安全の考え方
・安全管理の実際
●キャンプでの諸活動
・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの基本
〈実技〉
12:00 昼食
休憩
13:00 ・野外ゲーム
13:00 ●キャンプの安全〈実技〉
・クラフト
・ファーストエイド
・自然観察･･･他
・危険予知とその対処
14:30 講習修了
●キャンプの対象〈理論〉
●試験・諸手続き
16:00 ・人、自然の理解
（資格取得希望者のみ）
18:00 夕食
19:00 ●交流ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ〈実技〉
20:30 入浴 就寝

15:30 解散
＊天候等による変更有

*お申し込みお問い合わせは
兵庫県キャンプ協会 ☎/FAX 078(333)7677 E-mail:hyogo@camping.or.jp
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 まで
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2017年度 総会の開催
〔2017年度 研究助成事業の受付開始〕
兵庫県キャンプ協会会長

高見

彰

2017年度の総会を下記要領にて開催します。研究助成事業審査会も行い
ますので、申請希望者はご準備ください。総会の構成員は正会員(個人61、
団体10が登録)ですが、一般会員もオブザーブ出席が可能です。正会員には
別途、ご案内(出欠葉書付)を送付します。期日までにご返送下さい。
総会前日には『BUCセミナー、昼プロ、夜プロ』が開催されます。こちら
のイベントもぜひご参加ください。宿泊して翌日、総会参加が可能です。
兵庫県キャンプ協会 ２０１７年度総会
◎ 日

時：2017年5月14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：・2016年度事業報告、会計報告について
・2017年度事業計画、予算計画(案)について、他
・2017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、参加者の投票で決定。翌年総会での成果報告が条件です。
＊希望者は５月８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ページからダウンロード又は事務局までお問合わせください。

◎ その他：13日(土)の『BUC事業』参加者で宿泊者は朝食後、総会へ(下記参照)
◎ 総会出席お申込み受付：５月10日(水)迄(必着)
正会員には別途、ご案内が届きます。欠席時は委任状葉書としてご返信下さい。
一般会員出席者は事務局まで、お名前、会員№を℡、メールにてご通知ください。
＊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。

(総会前日 BUC 対象事業・交流事業)
《昼プロ》『昔々の日岡と、自然の魅力、再発見！！』
OAAはりまハイツのある日岡山。1300年の由緒ある日岡神社とともに、宮内庁所管、
皇族の御陵がある事をご存じですか。播磨風土記にも記載の御陵の古来由緒を専属の
墓守さんから伺います。後半はNPO加古川緑化ｸﾗﾌﾞ指導者の方から、自然を楽しむ技
と知識を学びます。ベテランの方にもきっと新鮮な学びが期待される内容です。
◎日 時：5月13日（土）14:00 はりまハイツ玄関前集合 ～17:30
◎会 費：1,000円（当日徴収、昼プロのみ、クラフト実習費含む）
《夜プロ》『新ナイトプログラムを作ろう！ やってみよう！』
夕食の懇親鍋の後は、キャンプの夜を素敵に、楽しく過ごす方法を皆さんで創作、
体験してみませんか？ ナイト㊙ ゲーム、定番の進化系、創作ユニークプロ etc.
「こんなん絶対やってみたい！！」そんな一押し企画を考えてみませんか。
◎時 間：19:00～21:30（夕食時よりワークショップはスタートします）
◎参加費：4,500円（当日徴収、夕食懇親鍋、宿泊朝食含む） *総会出席まででBUC
【参加申込】「BUC昼プロ」のみの参加可能です。「夜プロ」は宿泊食事込みです。
＊5月10日(水)までに事務局まで電話、FAX、メールにてお申込み下さい
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(BUC 対 象 事 業 )

キャンプ白熱教室２０１６秋

報告

日程：2016 年 11 月 27 日(日)10:00-15:00
会場：神戸市青少年会館５階レクホール

次のキャンプですぐにでも使える知識・技術を実践的に学ぶキャンプ白熱教室。
今回は明日から使える面白小ネタ、天候予測とリスク回避術を学ぶ講習です。
プログラム間のちょっとした空き時間に自分を売り込む小ネタ、参加者からの受
けを狙って外さない鉄板ネタ、そんな技があれば誰でも人気者になれますネ。小ネ
タの引き出しをたくさん持って、あとは実地で経験していただくよう啓発の機会に
なりました。
午後は、天候予測の話を中心に、いつでも起こりうるリスクをいち早くどう予測
し、回避行動へ移ることができるか、のお話をケース別に講義し、次に参加者をグ
ループに分かれてもらってワークショップにてリーダーとしての役割と資質につい
て話し合い、発表を通じて皆でそれを共有しました。（講習参加者 18 名）
講座内容

「明日から使える面白小ネタ」 高見彰氏

(大阪国際大学教授・兵キ協会会長)

アドバイザー・兵キ協会理事)

三木秀人氏 (自然学校

小西巧氏 (相生市立矢野小学校校長・兵キ協会理事)

5 分 10 分のちょっとした空き時間で、特別な道具も必要
なく、それでいて参加者を引き付ける小ネタのオンパレー
ドでした。小話あり、ミニゲームあり、コントありと、講
師が演者になって参加者を笑わせ、楽しませる形式で進み
ました。参加者の皆さんも、演者に乗せられながらも、話
術やゲーム運びのコツを聞き逃すまいと真剣に学んでいま
した。ぜひ、それぞれのキャンプで、成果を披露していた
だき、さらに磨き上げてほしいと思います。

「天候予測とリスク回避術」 一宮 浩氏

(いえしま自然体験センター総務課長・兵キ協会理事)

榎本英樹氏 (NPO 生涯学習サポート兵庫 冒険プログラムプロデューサー)
キャンプに於けるリスクのなかに「天候の急変」を挙げるこ
とができます。海・山・川といった場面で、天候をいかに早く
予測し、リスクを回避するかは、キャンプリーダーにとって重
要な技術です。経験豊富なベテランリーダーから、実際の現場
で見られる気象の予兆と、もし急変に巻き込まれそうになった
際の回避の判断と取るべき手段を、体験談を豊富に交えて臨場
感たっぷりに講義していただきました。リスクに備えたチェッ
クリストにも、参加者に役立つ情報が具体的に詰まっており、
得るものの多い講義となりました。
参加者からこんな声が聞かれました
・夢中になって楽しめた。子供にどんな反応が出るか試したい。
・苦手なレクのからくりがわかって、明日から使えそう。
・天気図を見て雲の知識も増やしたいと思いました。
・リスクの事例をいっぱい知っていると役に立ちます。
・危機意識が薄れてきたのを再認識できた。復習して役立てたい。
・キャンプが始まるまでにできる安全対策が沢山あると知りました。
・風速や雲について具体的に調べたいことに気付けた。
(副理事長 朝倉克浩)
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(BUC 対象事業報告)

冬の島を楽しむ in いえしま
日
場

時 平成２９年１月２８日（土）～２９日（日）１泊２日
所 兵庫県立いえしま自然体験センター(姫路市家島町西島)

今回は、トライアル事業として冬の島を楽しむと銘打ち、地元の坊勢漁業組合のご協力も得て、
いえしま自然体験センターにて、会員対象の事業を実施しました。
姫路港で集合し１泊２日の宿泊プログラムです。１日目は、今までのいえしまのイメージを払
拭する新たな体験活動で、のりやひじきの採取から始まりました。
冷たい海水に手を入れ、ロープに絡みついたのりを採取、ひじきは鎌で刈り取り、網ですくい
取りました。はじめての体験に「取れた取れた」と大きな声が海上へ響きます。取れたてののり
を早速、水洗いして細かく刻み、すのこに乗せて板のりづくり。上手に乗せることができなかっ
たり、厚くなったり薄くなったりと板のりづくりの難しさを体験することができました。
夕食には、もちろん採れたての海藻をポン酢につけていただきました。次に、今回の「おいし
い」のメイン「サバしゃぶ」も登場！！、切り身を土鍋の中でしゃぶしゃぶし、口にほおばれば
至福のひとときが始まり、誰もが言葉数少なく、舌鼓を打つ夕食懇談会でした。
２日目は、前日に準備した板のりを天日干し。お日様の恵みを得ようと格闘し、どうにか昼食
に間に合わすことができました。購入すれば簡単に手に入るものを自身で海から採り、作り、食
することで「食育」にも繋がるプログラムでした。

【参加者の声】
１．サバしゃぶ含め食事はすべて最高でした。のり採取 板のり、つくだ煮づくりも、海のことなど勉強に
なりつつ楽しくできました。寒い季節のいえしまの魅力がとても伝わりました。今回の比較的天候が良
かったので問題全くなかったですが、波などでぬれる準備はあった方がより楽しめるかもしれません。
２．楽しかったです。「また行きたいな」と思いました。いえしまサイコウ！
３．いえしまははじめて、のり採り、板のり作り、初めてのサバしゃぶ、すべてがはじめて、想像以上でし
た。ごはんもおいしくて、また、夏に来たいです。ありがとうございました。
４．この度 会員になりました、今後ともよろしくお願いします。サバしゃぶ最高でした。
５．冬の島、ならではの楽しさを知りました。サバしゃぶのおいしいこと、海の美しいこと、のりやひじき
の自然な様子、夜の美しい星空！ 次は「かんきつ」もとれたらいいなぁ～
６．短い時間でしたが、たくさんの貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。食事も美味しく大変
満足しました。和気あいあいとした雰囲気の中、楽しい時間を過ごせました。
７．今回、食のイベントと言うことで、食事の内容は不足なく十分ですが、多くの人の口に合うよう、チョ
ットうすくち気味。そこで、調味料セット(塩、しょうゆ、ソース、等)があったら良かったと思います。
８．暖かい日差しを背に、冬の冷たい海水にふれ、ノリ、ヒジキの採取。その後の処理作業も初体験で興味
深かった。冬の海、島の新たな楽しみ方が体験できた。

(副理事長 新庄和文)
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(BUC 対象事業報告)
全県野外活動フォーラム 2016
日
会
主
協

野活コラボで何できる？

時：2 0 1 6 年 １ ２ 月 １ ０ 日 ( 土 )
場：兵庫県立嬉野台生涯教育センター
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
力:(一財)野外活動協会(OAA) 兵庫県キャンプ協会

このフォーラムは、兵庫県下の野外活動関係者・指導者及び、野外活動に興味のある方

たちが一堂に会する集いです。野外活動、キャンプ等に関する意見情報交換を行いながら
テーマを探り、相互のネットワークを広げ、今後の活動の展開に役立てようと、これまで
開催されてきました。兵庫県キャンプ協会も講師、指導者の派遣、活動事例の提供や現場
指導者への参加要請等、実施に向けて協力してまいりました。今回はＢＵＣ事業としても
認定されました。
今回のテーマは「野活コラボで何できる？」。兵庫県キャンプ協会の清水副会長より『野
外活動と連携事業の可能性』と題しての導入講演を受け、続いて我々の活動が今日社会の
テーマにどうコミット、また生かされ役立っている
か等について四氏より事例報告がありました。「教
職員養成に向けた人財育成」「都市部との交流、地
域おこし」「森の子育て広場、子育て支援」そして
「ネット依存脱却を目指した off-line-camp」など、
ユニークな事例が報告された後、終盤はグループに
分かれてのワークショップでそれぞれの思いや今後
の活動について話し合いました。県下の野外活動施
設のスタッフ、関係 NPO や指導者、学識者、教育行
政関係者、学生等広い分野からの参加者約 40 名が集いました。
《こらむ》

救急法の内容が新しくなったのをご存じですか？

ご存じの方も多いと思いますが、救急法、特に救命手当に関する部分は 5 年に一度、国
際的な組織でより科学的根拠に基づいたものになるように見直しが行われています。最近
では、2015 年に見直しが行われ内容の変更が生じています。これを受けて、日本赤十字
社の救急法基礎講習（救命手当）は昨年の 7 月 1 日から新しい内容に基づいた講習内容で
行われています。クライシスマネジメントにおける結果回避義務を果たす上でも最新の正
しい救急法を身につけておくことは必須です。是非、近くの赤十字等で最新の救急法を受
講されることをお勧めします。
また、救急法に関することですが、マムシにかまれた際の対処法に新しい知見が発表さ
れています。「走ってでも急いで病院へ」ということでいち早く受診する方がマムシ咬傷
を軽傷ですませることになるそうです。従来は「走ると毒が全身に回るので安静第一」と
されてきましたが認識を改める必要がありそうです。
(理事長 甲斐知彦)
参考文献) 瀧健治 他：
「全国調査によるマムシ咬傷の検討」日本臨床救急医学会雑誌 17 巻 6 号 PP753-60 2014
【編集後記】
私となじみの深い奥播磨のキャンプ場では、古老も経験
したことがないというほどの大雪だったそうです。山陰や
和歌山でも雪の被害が出ていましたね。何年か周期で大雪
と暖冬が来ているようです。植物の植生を観察・記録する
事業を 10 数年続けていますと、以前観察されていた植物が
消えてしまったり、花の時期が異常に早くなったり遅くな
ったりすることに気付きます。そんなことをキャンプで子
供たちと一緒に話し合っています。
（K・A）

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

