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キャンプディレクター２級養成講習会 《実施報告》 
 2017 年 11 月 3日(金・祝)～5日(日) 

兵庫県立いえしま自然体験センター 

キャンプインストラクター養成講習会と同時開催 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

各都道府県協会での開催が可能になってから、兵庫県で初めてのキャンプディレクタ

ー２級養成講習会です。今回は瀬戸内海は家島、いえしま自然体験センターにて、イン

ストラクター養成講習会との同時開催で行いました。 

インストラクター講習と違うのは、事前の課題レポート提出、実技経験チェック、講

習会中も演習、討議を含みながらも、おおよそが座学という厳しいものです。 

しかし、そこは実地指導経験を持った人たちばかりですから、講義内容のさまざまな

具体事案を自身の経験と課題を重ね合わせて聴講し、意見を発表し、納得のゆくまで質

問、やり取りをするなど、熱のこもった講習になりました。 

終盤は受講者相互の情報交換、お互いの活動や悩みごとに対して話し込んだり、相談

をするといったような、指導者らしく問題解決に向けて積極的に取り組む様子が伺えま

した。インストラクター講習の受講者とも短いながら懇談するひとときもありました。 

今回の受講者は、２０代から５０代前半の９名、遠く九州からの参加者もありました。 

いずれも、団体や組織で中核を担う方たち、より高いレベルに挑戦して、楽しく安全で

成果あるキャンプを目指してほしいと思います。 
 

[受講生の感想から] 

○これまでキャンプを企画・実施する機会は多くありましたが、みっ

ちりと理論的に学ぶ機会は少なく、インストラクターとは違ったレ

ベルの高い内容だと感じた。 

○インストラクター資格取得時より、より組織キャンプのプログラム

やディレクターの役割が理解でき、身近に思えるようになった。 

○あやふやだった部分を体系的に楽しく学べた。今後の活動で、「本

当にこれでいいのか？」と、角度を変えて物事や活動を見る視点と

姿勢を持ちたいと思う。 

○今までやってきたことに足りなかった事を高めたり、経験してきた

ことに対する裏付けや再確認もできた。 

 

 (報告者：朝倉) 

２ ０ １ ７ ．１２

NO.９２ 
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キャンプインストラクター養成講習会 《実施報告》 

 2017 年 11 月 3日(金・祝)～5日(日) 

兵庫県立いえしま自然体験センター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２泊３日で秋の気配が色濃い、いえしま自然体験センターで行われました。県下４名、

県外８名、合計１２名の参加。沖縄、屋久島、高知、愛知からも資格取得目指して、熱

心な参加者がありました。受講の動機も、「趣味のキャンプに活かせる知識の習得」

「職場でのスキルアップ」「自分の視野を広げるため」と様々です。 

初日は、オリエンテーションの後に自己紹介とアイスブレイクゲーム。ロープワーク

の実技講習。キャンプ理論の座学ではキャンプの基本理論と履修が進み、夕食は実技の

火おこしからのバーベキューで、美味しく楽しく歓談しました。 

２日目はキャンプの対象、指導理論、安全管理を習得する講習ですが、大事なポイン

トや気付きを誘う言葉を、真剣にノートにとっていました。午後は、海のプログラムで

シーカヤック体験です。やや強めの風があるコンディションの中、初めてシーカヤック

に乗るという人もいましたが、１０分ほど操作すれば乗れるようになりました。 

３日目、安全管理の講義を済ませたのち、検定試験を前に緊張していたように見えた

受講者でしたが、１２名全員合格されました。アッパレ！ 

今回の受講者は、２０代を中心に１０代から３０代前半

と比較的若い方が目につきました。このたび資格を持たれ

た新インストラクターの皆さんが、次代を担うべくさらに

研鑽を積まれ、キャンプの発展に貢献してくださることを

切に願っています。 

 

[受講生の感想から] 
○キャンプとは、を学ぶことができ、そういった仕事に

携わる人だけでなく、キャンプに興味を持つ人の話を

聞くことができて大変良かった。 

○自然の深さ、自然と人間との関わり、リーダーとは、

という様々なことが学べました。カヤックでは、とっ

てもハードでしたが、島を自力で一周できて良かった

です。 

○ディレクター２級受講者と一緒だったことが、今後の

ことも含めていい刺激になりました。次につながる出

会いがあったことが一番の収穫になりました。 

○先輩方の話を聞くことによって、資格の活かし方やこれからの目標ができ、自分自身のスキルアップに

なった事はもちろん、ディレクター２級取得を目指したいと新たな目標ができました。 

○天気や場所、その他の実技スキルなど様座穴内容を教えていただき、とても楽しみながら学ぶことがで

きました。 

○シーカヤックやナイトハイク、天体観察など、普段なかなかできない体験ができたので、仕事場に戻った

ら色んな人に伝えてゆきたいと思います。 

(報告者：朝倉) 
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 様々な野外活動に関心、興味のある方、この講習会でキャンプの基本

スキルや考え方を学んでみませんか？また危機対応や安全管理について

も学べる講習会です。全期間修了後、希望者は検定を経て、(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。 

 
日 時 2018 年 2月 17日(土)10：00～17：00（日帰り） 

    2018 年 2月 24日(土)10：00～25日(日)15：30（1泊 2日）前日(２３日)泊可能です。 
    ※2月 17日が都合の悪い方は下記の日程でも「キャンプインストラクター資格」が取得可能です。 

    2018 年 2月 23日(金)13：00～25日(日)15：30（2泊 3日） 

会 場 神戸市青少年会館:2月 17日の日帰りのみ（神戸市中央区雲井通 5丁目 1番 2号 勤労会館内） 

    神戸市立自然の家:1泊 2日又は 2泊 3日（神戸市灘区六甲山町中一里山 1-1） 

内 容 キャンプ理論・基礎実技・応用実技 計 20時間を講習 
※終了後、希望者は検定試験を経て、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 

取得可能です。（検定・登録費用は別途必要） 

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 講習費 １３．５００円（講習会専門テキスト・宿泊費・２日間の食費・保険料含む） 
    ※２泊３日でご希望の方、前日(24 日)泊ご希望の方は別途 2.300 円必要（宿泊費・夕、朝食費） 

申込み 住所・氏名・年齢・性別・電話番号・勤務先又は学校名・交通手段を明記、メール又は

FAX・郵便にて「神戸市立自然の家」まで。後日、当日案内等の書類を送付致します。 

締切日 2018 年 1月 31日(水) （受講費の納入手続きも申込後、ご案内します） 
 
その他 資格取得検定・申請費用１５．０００円。最終日の検定時に必要です。ご持参下さい。 

（申請費用には受験料・公認料、登録料、日本協会・地区協会入会金、初年度会費等が含まれます） 
 

主催:神戸市立自然の家  共催:兵庫県キャンプ協会 
 

＝お申込み・お問合せは＝ 

神戸市立自然の家 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町中一里山１-１ 

電話 078(891)0001 ＦＡＸ078(891)0002  E-mail:info@Kobe-macearth.com           

 
 

 

【キャンプコラム】   『 暦(こよみ)コラム 』～その１～         

 現在使われている太陽暦はグレゴリオ暦（1582 年にローマ教皇が定めた）、成り立ちはかつて

世界を制覇した帝政ローマの時代、滅ぼしたエジプトから得た天文学が基礎といわれる。 

当時、統治者にとって数大陸にまたがる国土に統一した暦が及ぶことは、権力や権威を示す上

で貴重なことだっただろう。ユリウス暦作成に貢献したユリウス・シーザーは、死後、他の功績

とともに神格化され、７月にその名ＪＵＬＹを後世永遠に残し、７月は大の月、つまり 31 日の

月となった。これに習ったか嫉妬したか皇帝アウグストは後に、８月に自分の名を強引に遺した

と言われる。さらに交互にあった大小の月の順を曲げ、８月も大の月としたという。お蔭で９月

以降、大小逆順となったとも。しかしお蔭で夏休みはどちらも 31 日で楽しい。因みにローマ神

話唯一の女神ユノ神は JUNE を誕生月の６月に残し、ジユーンブライトの憧れを受けることに。  

機会あるごとに聞いたり調べたりすると、本当に面白いことが見つかるもので、権力や恣意的

な動き、争いが背景の歴史に多く持つ太陽暦に比べ、太陰暦（月の満ち欠けを基にする旧暦）の

のどかさは別の意味で楽しい。それは次回コラムにて。                  副会長：清水勲夫 

キャンプインストラクター養成講習会 
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 (今年もお楽しみの！会員交流プロ) 

冬の味覚を楽しむデイキャンプ (募集開始) 
～県内の冬の食材を野外調理で～ 

 
今年も県内（丹波・播磨・相生・家島）から届く海・山の冬の食材を使っ

て、野外調理の腕自慢によって繰り出される料理を召し上がりにいらっしゃ

いませんか。昨年、一昨年来たという方も、同じ料理は出ませんから、新し

い献立を楽しみにしてお越しください。新入会員には絶好の特典が！！ 
  

 

 
 

◇日 時 ２０１８年２月１８日(日)１１：００～１５：００(現地集合) 

◇会 場 垂水スポーツガーデン(クラブハウス横） 

神戸市垂水区平磯 ☎078(751)1212 (時間 100 円の駐車場有)  

         (車)２号線、垂水福田川より東へ約 400m、海浜公園信号を南へ 

         (歩)JR 垂水駅 東口より徒歩 10分（当日 10:40 東口集合でご案内） 

◇内 容  瀬戸内から・・焼き牡蠣、ハマチのたたき香草添え、スモークチキン、 

播磨から・・・ジャガイモ・ゴボウほか冬の根菜と牛肉のイモ煮鍋 

丹波から・・・ロースト鹿肉、もちむぎ麺 他（メニューは変更されることがあります） 

◇対 象 兵庫県キャンプ協会会員、ご家族 定員２５人程度 

◇参加費 ひとり２,５００円（こども 1,500円、本年度新規会員 1,000円） ※当日徴収します 

◇持ち物 防寒着、軍手、タオル、必要な方はエプロン (飲み物は各自、清涼飲料自販機有) 

◇申 込 名前(参加者全員)、会員№、住所、℡、車/徒歩を明記、兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会事務局まで

FAX、郵送、または E-Mail にてお願いします。 注）前日よりのｷｬﾝｾﾙは全額負担 

       *受付後、確認のご返事を Tel、メールにて致します。お問い合わせもお気軽に。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

今年度、新規にキャンプインストラクター資格取得、兵庫県登録の会員は特別価格 

（なんと 1,000 円！）で参加できます。この機会に兵庫の仲間と交流を深めませんか？ 

今年の秋は例年より台風が多く、被害も甚大だった 

ように感じています。私の住まいも真夜中に避難勧告が

発令され、少しドキドキ…。非常時に備えて、日頃  

から、持ち出し品や避難先、家族との連絡の取り方を 

確認し、正しい情報の収集と適切な判断ができるよう 

心がけておかないとと実感しました。キャンプの活動に

は、そうしたトレーニングの要素も含まれているので、
ありがたく感じております。    広報担当（H・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 

 

《２０１７年度 新規正会員登録、受付中 》 

～12月 26 日(火)締切、お待ちしています～ 
 

兵庫県キャンプ協会では、一般の会員(全会員)の申し出登録による「正会員制度」が 

あります。正会員は総会の構成者で、議決権が付与されます(現在７３名)。総会案内が 

直接郵送されますが、委任状による欠席も可能です。正会員としての特典は特になく、 

辞退届が無い限り継続されますが、2 年続けて返信無し欠席の場合、自動的に名簿から 

除外されます。毎年、年末に締切り、登録者には翌年の総会のご案内が届きます。新規 

登録はメール、FAX、郵送にて受付けます。なお、一般会員の方は機関誌にて総会告知 

されますので、ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰとしての出席は可能です。なお、団体会員は全て正会員となり

ます。    ＝ご不明な点、お尋ねは事務局まで＝ 

(会場からは明石大橋が見える) 


