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いえしま海の自然体験 
2015 年 9 月 19 日(土)～21 日(月・祝)2泊 3日 

会場：いえしま自然体験センター 

 

 風は微風・・晴天に恵まれて何をするにも絶好の２泊３

日となりました。今回はなんと、奄美群島の与論島からの

参加者もあり、姫路港集合から和やかな雰囲気で進みまし

た。参加者、スタッフ計１２名のプログラムです。 

船に揺られて約４０分。いえしまに到着後はそれぞれ持

参した昼食をとっていただきましたが、島での楽しみはや

っぱりなんといっても海辺での活動です。さっそく着替え

を済ませ、浜辺に集合しました。 

午後一番のプログラムは一人乗りのカヤックです。基本的な操作技術レクチャーを受けた後は

海へと向かい、海上でのレスキュー方法や転覆した時の助けの呼び方などを習得しました。その

後は翌日に実施するカヤックでの遠出に備え、夕方までたっぷりと海を堪能しました。 

食堂での夕食後は夜の観察へ。昼間は何もいなかった岩場の海は、闇の中で密かに宝庫と化し

ていました。海の中をライトで照らしてみると、何やら黒い物体があたり一面いるわいるわ。む

らさきウニだというお話に皆「美味しそう！！」。リクエストに答えて１個モリで捕まえ手の上

で動く姿をじっくり観察した後、海へ返してあげました。 

また、夜にしか咲かない花の観察では、「花にふたをかぶ

せていつまでも夜だと思わせると、朝になっても花は咲いて

いるか？」という実験ではそれぞれが「咲いている。」「い

や、咲いていない。」といろいろな意見を出し合いました。

実験の結果はというと、なんとウサギに花をすべて食べられ

て失敗に終わってしまいました…。 

 翌日は朝からカヤックを漕ぎ出して隣にある坊勢島へ行き

ました。定期船の船ならわずか１５分で行ける島ですが、レ

スキュー艇に見守られているといっても漁船が横切るたびに

大きな波にあおられ、ひやひやしながらなんとか２時間かけ

て島に到着しました。上陸した後は細い坂道の路地を探索で

す。島の探索が終わった後は、当然、帰りもカヤックです。

行きよりは少し短い時間で全員無事にいえしまに戻ることが

できました。この無事に往復できた達成感と仲間意識の高ま

りは、機会を作って是非皆さんも味わってみてください。 

 

２ ０ １ ５ ．１２

NO.８３ 

(BUC対象事業) 

【沈したカヌーの起こし方を練習】



   - 2 -                                  キャンピングひょうご №８３  
 

夕食は野外炊飯場でインストラクター養成講座の受講者達と一緒に火おこしから始めての野外

炊事です。さすがＢＵＣのメンバーは火をつけるのが早く、ゆっくりと食事を楽しむことができ

ました。 

最終日はクラフトづくりに挑戦です。パラシュートコードを使い編み上げたキーホルダー作り

や地の産物を使ってのクラフト作成など、思い思いの作品が沢山出来上がりました。この２泊３

日の思い出の品になりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(報告者：理事 一宮 浩) 

【参加者の声から】 

①今年のカヌー教室は遠出させて頂きとてもよかった

です。自分で帰らなければと必死でした。カヌーに

舵のあるなしの重要さがよくわかりました。 

②坊勢島までのカヌー遠征は苦しかったけど、楽しく

頑張れました。 

③各人の体調に充分気遣いがなされ、安心して行事に

参加することが出来て本当に良かったです。毎年の

参加ですが、年間行事の一つとしていつも組み込ん

でいます。 

④20 何年ぶりに来て、新鮮でよかった。中でも夜に活動する生き物についていろいろ教えていただい

て、初めて知ることも多く興味を持てるものばかりだった。 

⑤他県協会からの参加させていただきましたが、会員

の皆さんの熱意と向上心の高さが伝わる事業でした。

県を超えて各会員の交流の輪が広がることを期待し

ています。 

⑥カヤックに乗れるのだろうか・・・と心配した。あ

のグラグラ感。お尻の下は深い海。やや恐怖。何と

か慣れてきて、笑顔のステキな指導者の皆さんのお

かげで足をひっぱりながらも楽しめた２日間でした。 

 

 

編み上げキーホルダーやペン

立てが綺麗にできました 
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キャンプインストラクター講習会 in いえしま 
 (いえしま海の自然体験と同時開催) 

 

家島では初開催の本講習会。本年度 2 回目のインスト開

催にチャレンジしたところ、定員 15 名を超える参加申し

込み。宿泊ロッジの関係で、キャンセル待ちが出るなど驚

いたり困ったり。講習も、同時並行開催の会員交流事業

(BUC)の参加者との交流プロも加え、バラエティーな内容

となりました。 

シルバーウィーク 5 連休の影響か、全国各地から参加者。

北海道、横浜、広島、京都、滋賀、大阪そして兵庫は但馬、

姫路、明石、神戸等。合流 BUC には与論島からの参加者も

いたとか、この期間、家島はさながら全国区なのでした。 

お天気にも恵まれ、初挑戦も多かったシーカヤックでは

最初は不安ながらもその壮快さにはまり、まさかと思っ

た沖の島まで到達。上陸休憩の後はさらに沖を回っての

帰還を果たしました。海、島の自然に昼夜ふれながら、

座学にも耐え(!?)全員合格を果たしました。今回は比較

的若手の参加者が多く、将来は自分で「自然学校」を作

りたい、と「それは夢ではなく目標」とまで語る元気な

若者にも出会え、熱いエネルギーを貰えました。 

ここ「いえしま自然体験センター」は兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会

と相互に団体会員どうし、本当に何から何までお世話様

でした。そしていつもながら美味しい食事でした。感謝 

                      (報告者：副会長 清水勲夫) 

[受講生の感想から] 

・今回の講習で最も考えた事それは「自分の人生の目的とは何か」です。自分の

夢を持って参加した人もいてとても影響を受けました。資格を取ってそれで何

をやる？これが大事です。 

・いつも「する側」だった自分が参加し「される側」になり、新鮮で沢山の経験

があった。 

・心得を再認識し、より成長できた気がする。今回学んだことはこれから先ずっ

と役立つことばかりだった。 

・一日一日がとても楽しく、学べる喜びを久しぶりに実感した。幅広い年代の人

と話し、交流できて、そこからも多くを学べた。 

・BUC 講習の参加者の人たちは皆、とても生き生きしていて、ステキだった。 

・本当のねらいを達成するために全てのプログラム、リーダーシップがあるとい

うことを学べた。 

・これまでは目的や意義が明確なものは少なく、楽しければそれでいい、という

内容のキャンプをやっていたのではないか、と考えさせられた。 

・同じ受講生、特に学生さんの意識の高さにとても刺激を受けた。私も頑張ろうと思った。 

・見栄えのいい、またスキルに偏った指導についなりがちだが、この講習で「キャンプの理念」が先ずあるべきとの

基本が確認されて、これからの励みになった。 
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キャンプ白熱教室２０１５秋 報告 
日程：１０月３１日(土)   

会場：しあわせの村 野外活動センターあおぞら 
 

キャンプリーダーのレベル向上に役立つ技術・知識を習得する講習会。今回は 10 代

から 50 代まで 21 名が参加。座学で「実践的リスクマネジメント」、フィールドに出

て「キャンプフアイアー㊙テクニック」を実地指導で学びました。リスクマネジメン

トについては、具体的な事例や対応策を講義した後、危険察知の実習を行い身近な危

険回避の学習をしました。キャンプファイアーの講習では、ファイアーの基本技術や

リーダーの心構えについて触れ、ゲームの時間には参加者が持ちネタを発表しあい、

なごやかな雰囲気で進行しました。 
 

講座内容 

「実践的リスクマネジメント」 講師：甲斐知彦さん (兵庫県キャンプ協会 理事長) 

経験の浅いキャンプリーダーにとってはリスクの認識と対策をより現

実的にとらえる機会に。ベテランには弛みがちなリスク管理体制を見直

すよい機会となったようです。講義ではまず過去の事故の事例でリーダ

ーの判断の重要性を学習しました。次にリスクの種類・影響・頻度の分

類と、それらに即した回避の方法などの演習では、受講者が活動事例の

中から危険因子の選別を行うなどして、キャンプ参加者に対する危険防

止に努めなくてはならないとの意識を高めました。 

全体を通して、多くの事例を共有し具体的な対策を取れるようにしな

くてはならないという感想が聞かれた講義となりました。 
 

「キャンプファイアー㊙テク」 講師：三木秀人さん (兵庫県キャンプ協会 理事) 

会場をファイアー場に移動し、キャンプの中でファイアーを行 

う意味合いや、スタンツやゲームが果たす役割について確認する 

ところから講義をしました。続いて薪の組み方で人数や場面に応 

じた数々の組み方の紹介、ファイアーキープの手順とやり方、ト 

ーチ棒の作成方法などを実地に披露し、受講者も知らないテクニ 

ックに目を引かれる場面がありました。スタンツとゲームの講習 

では、講師から数々のゲームの練習をしたあと、参加者に呼びか 

けて持ちネタを紹介し合い、披露の後は講師からワンポイントの 

助言を受け、新ネタを吸収するいい機会になったと思います。  (報告者：副理事長 朝倉克浩) 
 

【アンケートで寄せられた参加者の声】 

● 危険を察知することの重要性を知り、そのためには何ができるか、そして KYT(危険予知トレーニング)について

理解できた。危険因子が身の回りにたくさんあるがそれは人により評価が異なるため、事前の情報共有が大切だと

分かった。 

● 仕事にしているリスク管理が日常のサイクルになっていたが、講義を聞いて、見直すいい機会になった。 

● キャンプファイアーのプログラムの組み立て方や子供とのかかわり方を考え直すことができた。自分のキャンプ 

で活かしていきたい。 

● キャンプファイアーの意味の説明が目からウロコの思いだった。皆さんが披露したゲームも参考になった。自分

が経験してきたことでも、人によってはゲームの仕方が違ったり、薪組みの方法も自分が思いつかない方法を知っ

て為になった。 

 

(BUC対象事業) 



SHOSAPO は、各種体験型プログラム、地域に根ざした活動など幅広い年齢層に対応した子ど

も・若者支援活動を行い、また青少年指導者を育成する事業や子ども向けキャンプに加え、東

日本大震災の支援活動など、子育て団体等の中間支援的な事業展開が評価され、平成２６年度

「子どもと家族・若者応援団表彰 内閣府特命担当大臣賞」を受賞しました。今後も様々なネ

ットワークを拡げていきながら、「あそび」のいっぱいつまった「まなび」を届けます。 

URL：http://www.shosapo.jp/ Facebook: https://www.facebook.com/shosapo 

多くの「まなび」が隠された独自の体験プログラム＝「あそびプログラム」を提供し

ています。主体性やコミュニケーション能力だけでなく、特に自分の役割を見つける

力や目標の自己管理能力、命の大切さなど、人が人として生きていくために必要な力

についてのプログラムを実施し、青少年の健全育成に力を入れています。 
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【2015 年度 新加入団体紹介］NPO 法人 生涯学習サポート兵庫 
 

SHOSAPO ってこんな団体です！ 
 

 
 

 
 

 

 
 

★★ キャンプ協会会員のみなさまとのネットワークを拡げていくと共に、当団体としても、 

会員個々人のスキルアップをさらに目指していきたいと思います ★★ 

 

私たちは、こんなことしています！ 

★ 兵庫県徒歩縦断 150km 挑戦 チャレンジウォーク 

瀬戸内海と日本海に面した兵庫県を徒歩で縦断するというプログラム。8

日間で歩く距離は 150km 以上。リアカーに自分の荷物を詰めて、仲間とひ

たすらゴールを目指すチャレンジャーたち。失敗や挫折を繰り返し、目標

をひとつひとつ達成していく喜びが子どもたちの生きる力を育みます。 
 

★ 無人島 一週間自給自足生活挑戦 チャレンジアイランド 

ガスなし、水道なし、電気なし。あ

るのは豊かな自然と「10 の掟」だけ。

無人島に渡り、一日中「自由」に過

ごすというプログラムに課せられた過酷な現実…それは「生き

る」ということ。子どもたちは、生きるための営みを毎日繰り

返すうちに、自然の恩恵や仲間のありがたさ、そして命の尊さ

を実感していきます。 

★ ぶんちゃか座おでかけツアー 

ストーリーやキャラクターを駆使して、子どもたちの「やりた

い」を最大限に引き出す社会教育プログラム。子どもたち一人ひとりが主人公になり、想像する力、

考える力、仲間とコミュニケーションする力などいわゆる「生きる力」となりうるミッションにチャ

レンジ。個人の主体性を育むことを目的としています。 
 

★ 未就学児のための自然体験ワークショップ ひめじ森のようちえん 

ひめじ森のようちえんでは、子どもたちが異年齢の友だちと豊かな自然の中で互いに感じ、刺激し合

い、体験する時間を大切に過ごします。現在はひと月に１日ずつ、２コースを実施。20 組程度の家族

が森の中でゆっくり流れる時間を楽しんでいます。定期的に森の中で過ごすことで、子どもたちは

「体験」を「経験」へ変えていき、「知識」を「知恵」へと育んでいきます。 
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  (会員交流プロ) 

冬の味覚を楽しむディキャンプ 
 

～みんなでいっしょにおいしいひとときを～  
 

冬こそおいしい旬の食材たちを、相生、家島、播磨、丹波から産地直送で持ち寄って、

皆で調理して味わいましょう。主役はなんといっても恒例の新鮮なカキ！今年はホタテ

も！その他のメニューは毎年変わります。兵庫県キャンプ協会オリジナルの野外料理器

具をフル活用しての調理技術も見ものです。 

 淡路島、明石大橋を借景にした野外の宴も素晴らしいですよ。ご家族ご友人もお誘い

あわせの上、美味しい食事と楽しい会話で親睦を深めませんか。 
 
今年度「キャンプインストラクター」取得の方で新規に「兵庫県協会」に登録された指導者の方は、

特別価格(1,000 円)でご参加いただけます。これを機に兵庫県で活動されている皆さんとお知り合い

になってみませんか? 
 

◇日 時 ２０１６年２月１４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、垂水福田川東約 400m 垂水海浜公園信号南入る 

          (歩)JR 垂水駅 東口より徒歩 10分（当日 10:45 東口集合でご案内） 

◇内 容 《海の幸から》焼きガキ、焼きホタテ、ブリのたたき 

《山の幸から》ローストビーフ、鹿肉のソテー、白菜鍋 

ほか、手こねパン、炊き込みご飯など（メニューは変更することがあります） 

◇対 象 兵庫県キャンプ協会会員とそのご家族 定員２０人 

◇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 

◇持ち物 防寒着、軍手、タオル、必要な方はエプロン 
※アルコール類は個人でご用意ください。清涼飲料の自販機は現地にあります。 

◇申込み 名前(参加者全員)、会員№、住所、℡、車/徒歩を明記の上、兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会 

事務局まで FAX、郵送、又は E-Mail にてお願いします。 

    *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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

今年も残りわずかとなりましたが、そんなことも

感じられず年明けからの行事の準備に取り掛かって

います。協会主催で指導者技術向上を目的とした講

習会と会員を対象に行う親睦会です。親睦会では会

員有志が野外調理の腕を競って献立をそろえますか

ら、今からどんな料理にしようかと思案の日々で

す。私はもっぱら里山の食材が担当で、ジビエ食材
に取り組んでみようかと・・。 広報担当（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 8Ｆ  ＯＡＡ気付 

TEL/FAX ０７８(３３３)７６７７ 

URL=http://hyogo.camping.or.jp/ 
E-mail=hyogo@camping.or.jp 

 

《２０１５年度 正会員の登録受付中！！ 》 

～12月 22 日(火)締切、ぜひ、ご登録下さい～ 
 

兵庫県キャンプ協会には、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 75 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、ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ

ｰとして出席は可能です。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＝ 


