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キャンプ白熱教室２０１８春 報告 
  日程：2018年 3月 11日(日)10:00-15:00 

会場：神戸市青少年会館５階研修室 
 

東日本大震災の３月１１日を記憶にとどめ、今年もこの日が来ました。いつどこで起こ

るかもしれない自然災害に、私たちキャンプ指導者がいったいどんな役割が果たせるのか。 

災害発生直後、寝泊りする場所を設営し、野外で温かい食事を提供する。そして災害か

ら日が経てば、今度は避難先の生活を支援するための仲間(グループ・仕組み)作りであっ

たり、子供たちへの心のケアであったり、ボランティアスタッフを組織として機能させて

ゆくことの重要性など。講師には、六甲山 YMCA所長の清家氏をお招きしました。 

今回は、被災地に赴き、実際に支援にあたった経験者ならではのお話しから、災害支援

とキャンプスキルの役立て方について学ぶとともに、私たち指導者ができる何かに気付く、

貴重な学習の機会となりました。（講習参加者 10名） 

 

「自然災害時の現場に役立てられるキャンプ技術」 

 

講義が始まって最初に気付かされたことは、被災地支援に集まる人や物資は、 

決して「統率」の取れたものではなく、そこには様々な人の想いと共に、各人 

が持っている技能などを掌握し、配置し、機能させなくてはならない状況がま 

ずあるということ。はっと思わず考えさせられるお話で、いったい我々が何の 

役に立てるのだろう、との思いで聞くばかりでした。 

しかしここから、我々野外活動経験者によくなじみがある体験談になります。キャンプで言う

ところの「ディレクター」「カウンセラー」「グループリーダー」というピラミッド型組織をイ

メージしてみてください。キャンプでも、各人のスキルと役割に応じた人員配置は重要ですね。 

そして、テーマごとに「野外生活支援」「ゲーム等レクリエ

ーション」「対象者の心のケア」「コミュニケーション」など

で、キャンプの技術が活用される場面として紹介がありました。

時間軸においても、「災害発生直後から避難生活が始まるまで」

「避難生活が落着いたころ」「自立支援の開始」と経てゆく中

で、仲間作りやカウンセリングのスキルにも触れていただきま

した。参加者には、得ることが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 
・キャンプ技術の新しい視点を得られた。定期的に継続してもらいたい。 

・キャンプ技術は災害の際の生活の基本のように感じた。 

・一見、関係のないように見えて、非日常であるキャンプと深い関わり 

 があると知ることができた。 

・防災キャンプや、被災者対象のキャンプは考えたことがあるが、キャ 

 ンプで身につく技術が震災時に役に立つという視点が新しかった。 

 

 

２ ０ １ ８ ．４

NO.９４ 

(BUC 対象事業) 

講座内容 

清家球平氏 

(六甲山 YMCA 所長) 
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(公社)日本キャンプ協会公認 2018 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。

筆記検定合格者は、(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 時 2018 年６月２４日(日)10:00～16:30 ６月３０日(土)10:00～7月 1日(日)～15:30(1 泊２日) 

会 場 ＯＡＡはりまハイツ（加古川市日岡山 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（下記講習日程参照） 

※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 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 等 

(実習の材料･用具器材は主催者で用意。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 １３,８００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、性別、住所、電話№、年齢、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。参加費納入をもって正式受付とします。(※６月１４日(木)締切) 

その他 資格取得(希望者)：検定申請の費用は１５,０００円。最終日に別途必要。 

（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≫  
 

*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 

1 日目  ６月２４日(日) 

 

２日目  ６月３０日(土) ３日目  ７月１日(日) 
 
9:30 

10:00 

10:30 

 

 

 

 

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 

 ～キャンプとは何か～ 

・今日社会とキャンプ 

 ～なぜキャンプ？～ 

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 

・野外炊さん(昼食) 

  ～備品の扱い～ 

●キャンプでの諸活動 

〈実技〉 

・野外ゲーム 

・様々なアクティビティー 

・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 

  

 9:30 

 

 

 

12:00 

13:00 

 

 

14:30 

 

 

 

15:30 

 
起床 洗面 

朝食(野外炊さん) 

●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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2018年度 総会の開催 
〔2018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 
 

 2018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８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)が送付されています。期日までにご返送下さい。 

 総会前日には『BUC、ｷｬﾝﾌﾟ実践講座』を開催。夜プロはお楽しみ交流会

も開催されます。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 ２０１８年度総会 
 

◎ 日 時：2018年5月13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 

     加古川市加古川町字日岡山(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：・2017度事業報告、会計報告について 

    ・役員改選（2018、19年度役員） 
    ・2018年度事業計画、予算計画(案)について、他 
    ・2018年度研究助成事業審査（2017年度研究事業報告） 

 
◎ 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(プレゼン)
の後、出席者(含オブザーバー)の投票で決定。（翌年総会で成果報告） 

  ＊希望者は５月７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：12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９日(水)迄に(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。 
 
 

       

 総会前日、恒例ＢＵＣプロ。「学べる」、「楽しい」時々「美味い」が混在のイベント！！ 

 5月12日（土） 14:０0受付開始  

第一部『グループワーク実践、野外編 ～ｸﾞﾙｰﾌﾟ作りとその展開～』 １４：３０～１７：００ 

外あそび、集団あそびの実践的ノウハウが学べます 
 
第二部『プロに学ぶ、本格ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ入門』 １７：００～１９：３０ 

  専門家のアドバイスによる楽しみ方ノウハウの伝授 体験実習が夕食会 
 
第三部『キャンプ・ソング百連発！！』 ２０：００～？？？ 

唄と歌あそびを持ち寄って、片っ端からレッツ・チャレンジ、飛び入り大i歓迎！！ 
    
  参加費：第一部～二部 2,500円 、第一部～第三部（宿泊・朝食付き） 4,500円 
 
 

【お申込み】 総会出席、キャンプ実践講座のお申込みは・・・ 

＊5月９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 

（総会前日 BUC） お楽しみ キャンプ実践講座     
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『冬の味覚を楽しむデイキャンプ２０１８』 
２月１８日(日) 垂水スポーツガーデン （会員交流事業） 

 
県内各地の食材を持ち寄って、野外調理の醍醐味を味わう、会員交流事業「冬の味覚を楽しむ

デイキャンプ」。明石海峡大橋を望む神戸市垂水区の平磯公園内で開催しました。今年も新たな

メニューが登場し、参加者は大満足。家族参加含め 15名が参加しました。 

【当日の献立】 

(瀬戸内より)焼きガキ、ハマチのたたき、牡蠣入り焼うどん 

(相 生 よ り)鳥の燻製、棒焼きパン 

(北播磨より)鹿肉ロースト、冬野菜鍋牡蠣の炊き込みご飯 

デザートは、チョコフォンデュ・・・ 

小春日和の好天に恵まれ、調理スタート。 

まずは北播磨の岩津ネギと白菜と里芋、鶏肉と玉コンニャクの冬野菜鍋は、ニン  

ニクと生姜を効かせたしょうゆ味で、あっさり仕立てにしたもの。湯気が立つ汁を 

ふうふうといただきながら、体も温まり胃袋の準備も OK。 

そうしているうち、手早く炭火がバーベキュースタンドに準備され、焼きガキ

が登場。大粒の白い身から磯の香りがしてたまりません。トロ箱に用意された大

量の牡蠣も瞬く間に殻の山になっていきました。 続いてハマチのタタキに舌鼓

を打ち、鹿肉のローストにも手が伸びます。鹿肉は焼かず湯煎で調理することが

コツだそうです。最後は、イチゴやバナナ、マシュマロを串に刺し、チョコフォ

ンデュにして各自好みのデザートを作って楽しみ、締めとなりました。会員の親

睦を深めた楽しい一日でした。来年の“冬の味覚を楽しむ”もご参加お待ちして

います。 

 

キャンプインストラクター講習会報告 
 ２月１７日(土) 神戸市青少年会館、２３日(金)～２５日(日) 神戸市立自然の家 

 
神戸市立自然の家との共催で開催。この時期は大学生の受講者も多く、また県外から、遠くは福井

県や和歌山県、奈良県からの参加もあり 10名で実施。日程も少し変則で、17日にまず 3名が受講。23

日からは 7名が受講。24日から両受講生が合流し、実技講習や講義を受けました。 

まず自己紹介から冒険プログラムへ。その後の野外調理では、かまどで一人ずつ薪組みの実習を行

い、続いてロープワークの実習。みんなで頭を悩ませながら少しずつ覚えていきました。夕食の後、

掬星台へ 1000万ドルの夜景を見にナイトハイク！夜景を堪能し、穂高湖から施設までの道を、明かり

をつけずに自然の夜の暗さを感じながら歩いて帰りました。講習会最終日はパッケージドプログラム

の体験。内容はプロジェクトラーニングツリーから一つ、ＩＯＲＥから一つ、イニシアティブゲーム

から一つ。 

こうして、講義と講習がすべて済み、検定の結果は？見

事全員合格！10 名のキャンプインストラクターが誕生しま

した。今回の受講生は比較的若い方が多く、また講師陣も当

協会のホープ達に頑張っていただいた楽しい講習会でした。

またどこかのフィールドでお会いするのが楽しみです。 
 

【受講生の感想から】 
＊今までキャンプをするなかで学んだことや、他の研修で学んだことをもう一度系統立てて学習できたので

よかった。講師の方が事例を交えて話して下さりわかりやすかった。 

＊環境教育に携わる者として重要なことを学べたと思う。当初は知識を得ることだけを目的として参加した

が、キャンプに対する好奇心が湧いた。もっともっと自然と関わってゆきたい。 
 

 
 

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問い合わせ先です 

 

【編集後記】 

去年に続いて、今年も各地で大雪の知らせが聞かれまし

た。私の実家、播磨の山崎町では、何十年来の低気温だっ

たそうで、公共施設や病院でも水道管が破裂するなどの影

響が出たそうです。自然災害の恐ろしさはいうまでもあり

ませんが、私たち人間はいつどのような時に災害の被害者

になるかもしれず、また、災害支援の側に立つ機会もある

ことを、身に染みて感じました。その時になってから考え

るのではなく、普段の準備が大事なのですね。 （K・A） 

 

 

 


