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『冬の味覚を楽しむデイキャンプ２０１５』 
～家族と一緒においしい冬を～ 

2 月 15日(日)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」今年も会場は垂水スポー

ツガーデンです。毎年好評をいただいて

いる事業で、今年も 19名が参加されまし

た。 

海・山の自然に恵まれた兵庫県ならで

はの食材を使い、キャンプ指導者が野外

調理の腕を振るって食三昧の会となりま

した。 

海の幸では家島の牡蠣とブリ、そして但馬牛。山の幸では宍粟の鴨肉と白菜などの野 

菜。いずれも生産地から直送の食材で、午前 11 時にメニューが発表され、参加者は手分

けして調理に入りました。 

協会の研究助成によって製品になったオリジナル手作り器具

のうち、炭火起こしには“一斗缶エコかまど”が活躍。バーベ

キュースタンドに炭火が準備されたら、牡蠣の炭火焼からスタ

ート。大粒の焼き牡蠣を皆さん堪能。続いてブリのタタキ、ア

ラの塩焼き、魚ちり鍋と次々にメニューが進むなか、隣のスタ

ンドでは鴨肉の網焼き肉が白髪ネギと手作りポン酢で。七輪と

燻製缶でチーズの燻製ができると、参加者からはレシピと器具

についてのお尋ねがたくさん寄せられていました。 

子どもたちには使用済みアルミ缶で作った“ポップコーン調

理器”が大人気。ポンポンと弾けてできてくるポップコーンを

面白がって作っていました。 

こうして、10 品約 18 ㎏の食材も全部調理されお

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。 

家族連れのご参加も OK ですよ。次回も会員の皆

様のご参加をお待ちしています。 

(副理事長 朝倉 克浩) 
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(公社)日本キャンプ協会公認 2015 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、危機対応や安全管理の技術も今日は

必須です。指導者を目指す方に、体系的に学んでいただける講習です。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インストラクター資格が取得できます。 
 

日 時 2015年６月７日(日) 10:00～16:30  ６月１３日(土) 10:00～１４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 

※終了後の検定試験合格者は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。 

(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 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 

キャンプ協会迄。参加費振込み確認をもって正式受付とします。(※６月４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、

マイカップなど個人装備は各自でご用意下さい。宿泊関係は初日にもご案内します。 

・キャンセル料：実施日の１週間前より発生(3,000 円)。前日以降は全額になります。  
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1 日目  6月 7日 

 

２日目  6 月 13 日(土) ３日目  6月 14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  休憩 

●交流ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ〈実技〉 

 ナイトプロ等 

入浴 フリー 

 

 

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 

●検定試験・諸手続 

 （資格取得希望者のみ） 

 

解散（予定） 

＊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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2015年度 総会の開催 (告知) 
〔2015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 
 

 2015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７５、団体10

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)葉書が送付されています。

期日までに必ずご返送下さい。 

総会前日には昨年に続き『キャンプ技大連発セミナーPart２』(BUC)を開

催します。アウトドアゲームの実際と野外おやつ、燻製の作り方教室、会

員交流を兼ねた研修会です。皆様のご参加を心よりお待ちしています。 
 

兵庫県キャンプ協会 ２０１５年度総会 
 

◎ 日 時：５月１０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：・2014年度事業報告、会計報告について 

    ・2015年度事業計画、予算計画(案)について・その他 
    ・2015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
(プレゼン)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１日(金)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Ⅱ』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７日(木)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、お名前と会員№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は自動的に正会員資格を失います。 

 

【体験実習！！ ｷｬﾝﾌﾟ技大連発ｾﾐﾅｰ Part２】 (BUC) 
第１部は公園内の子どもたちと家族を対象にしたアウトドア指導実習です。皆さんの日頃の

腕前を試してみませんか？兵庫県キャンプ協会のスペシャリストたちが楽しい野外プログラム

指導法のアドバイスや相談に乗ります。そして、第２部は、楽しい「野外で楽しいおやつ作り、

燻製づくり」。こちらもキャンプ協会のスペシャリストが皆さんにアドバイスしながら一緒に

作ります。覚えて帰れば、次のキャンプですぐに使える技ばかり！楽しく美味しく学習しまし

ょう。その成果で夜はさらに楽しく？ 
 

日 時：５月９日(土)１３時３０分集合 実習は１８時頃終了予定 

会 場： OAAはりまハイツ（日岡公園） 

参加費： 会員＝4,800円(1泊2食)、ｾﾐﾅｰのみの方2,000円(材料費含む) 

 非会員はそれぞれ6,800円、2,500円となります 

（宿泊者にはナイトプロも・・・  すてきな参加賞もあります） 

定 員： ３０名程度（会員を優先します）   
 

※お申込みは事務局まで、但し定員にて締め切ります。 
＊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。 



(竹皿) (コップ) 
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2014年度【新加入団体紹介】 

株式会社 ホープ 

 

 

 
 

グリーンエコー笠形    赤穂市野外活動センター    三田市野外活動センター    スポニックパーク一宮(宍粟市) 

 (神崎郡神河町)                                    ウッディパークキャンプ場 
 

当社は運営委託や指定管理者として兵庫県下の各自治体から公的施設の管理運営を行っていま

す。事業開始から１０年が経過。スポーツ施設とともにアウトドア関連施設の比率が高まってき

ています。従来の施設維持管理を主体とする発想から、魅力的な施設づくりが我々に求められる

役割であり、『アウトドア』『キャンピング』などのキーワードを深化させていくこと、各運営

施設・スタッフが連携して相乗効果を生むことをテーマとして掲げています。 

大半の運営施設は昭和５０年代に設置された青少年や小規模団体を受け入れるための構造です。

ハード面の大幅な改修は困難ですが、利用者サービスやイベントなどソフト面の充実により多様

なニーズに応えられると考えています。公共サービス的な色合いも濃いため、営利よりも利用者

満足度を高めることで結果的に我々の運営力が評価される側面があります。 

実は、兵庫県キャンプ協会に加盟した最大の目的はプログラムやイベント実施の際に参加・協

力いただける団体を探している、というのがホンネのところです。さらに、運営施設を利用して

いただける皆様も大歓迎です。関心、興味のおありの方々にはぜひ、私どもにコンタクトを取っ

ていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

【連絡先】担当：経営受託部 依藤(ﾖﾘﾌｼﾞ) 〒671-0253 姫路市花田町一本松字牛塚 1-1   

    ☎ 079-252-0399  HP＝http://www.e-hope.co.jp E-mail＝yorifuji@e-hope.co.jp  
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キャンプ場で簡単に手に入る自然物を使ったクラフトの作り方を数回に分けて紹介します。 

今回は“竹”を使った基本のクラフトから。太い孟宗竹を使います。若い竹は乾くと曲がるた

め古い竹を選びましょう。若い竹は根元に筍の皮が残っているので見分けがつきます。 
 

☆道具を持つ手は素手で滑りを止め、反対の手に軍手でケガ防止 

道具：ノコギリ、ナタ、金づち、カッターナイフ、軍手  基本作業：「節を活かす」「切る」「割る」   
  

 

 

                        

 

 

 

 

 

作った食器でご飯を食べると、“自分が作った道具で生活してるんだなぁ”という実感が湧きま

すよ。使用後は、思い思いに色を塗ったり名前を書いたりすると、いいお土産になります。 

 

 
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 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】 

野生のサルを見たことありますか？動物園やサル園のじゃないサルです。先週、あるキャンプ場で出会いました。

驚きの初体験です。地元の人も初めて見たと言ってました。犬が吠えるのでそちらの方向を見たところ、畑にサルが

いてダイコンを抜いてかじっていました。鹿やイノシシが増えすぎて山に食糧になる木の実が取り合いになって、仕

方なく里に下りて食べ物を探すようになったのではないかということでした。新芽の頃に山に戻るらしいです。 

（K・A） 

①節を 2つ残して切る 

⇒ 

②真っ2つに割る 

⇒ 

③底の部分を 2mmほど削る 

⇒ 

①節を 1つ残して切る 

完成 

完成 

②枝は 5㎝程を残して持ち手に 

ƂǭȣȳȗǳȩȠƃ （朝倉 克浩） 


