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キャンプ白熱教室 2016 冬 受講者募集 
   ～キャンプカウンセリング＆キャップ・ハンディ～ 

 

活動本番を前に、ブラッシュアップを目的とした指導者のための本格的な研修、それ

が【キャンプ白熱教室】です。優れた「プログラム」や合理的な「マネジメント」も成

り立つのは「人」があってこそ。今回は、キャンプの成否にかかわるとても大切なスキ

ル、「キャンプカウンセリング」と「リーダーシップ」について実践的に学びます。 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

◆日   程：３月１３日 (日) 午前１０時～午後３時 (受付 9時 30 分～) 雨天実施 

◆会  場：神戸市青少年会館 5階レクホール(中央区三宮) 午後は会舘前の公園にて実技講習 

◆参 加 費：会員・一般とも１,０００円 （昼食お弁当・お茶代等含む） 当日受付にて 

◆定  員：３０名程度（超える場合は会員を優先します） 

◆持ち物他：筆記用具 動きやすい服装 

◆申込方法：申込用紙を Fax または必要事項を E-mail にて３月１日(火)迄に兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会事務局 

までご送付ください。受付の返信はありません、通知無き場合は当日お越しください。 

◆当日連絡先：緊急連絡や当日キャンセル等は青少年会館 078(232)4455 又は担当者 090-9253-0741 まで 

◆主    催：兵庫県キャンプ協会 

☆この講座は公益財団法人兵庫県青少年本部「若者応援団支援事業」対象事業です☆ 
地域の青少年育成活動を活性化する企業や社会奉仕団体等からご提供いただくさまざまな資源と、 
青少年育成に取り組む団体・グループ等を結びつける支援事業です。 

 
 

キャンプ白熱教室 2016 冬 申込用紙 

※キャンプリーダー、青少年団体等の指導者・育成者、施設職員等の皆様のご参加、お待ちしています。 

◆講師・指導：兵庫県キャンプ協会理事 
キャンプカウンセリング担当 

宗行 孝之介さん （神戸 YMCA 常勤理事） 

 

キャップ・ハンディリーダーシップ担当 

三木 秀人さん (兵庫県自然学校アドバイザー) 

 

現在、キャンプは一種の商品ととら

える向きがあります。仮にそうで

あったとしても、キャンプを通して

の「共同体」の意識と、キャンパー

とカウンセラーの「共感性」を丁寧

に捉えていくことができれば、キャ 

カウンセリングで、まず大切な事

は、対象者を理解することです。今

回は、支援が必要な児童や成人につ

いての理解を深めるため「キャッ

プ・ハンディ」の障がい体験を通し

て学ぼうという企画です。 
ンプのもつ教育効果を具現化してゆけるのではないかと

考えます。今回はその切り口から「キャンプカウンセリ

ング」について考えていきます。 

また、そこはキャンプ協会です、ただの介助方法だけ

ではなく、【使える、楽しめる「なるほど」介助法!?】 
も、こっそり教えちゃいますよ。 

ふりがな  性 別 年 齢 

氏  名  男 ・ 女  歳 

住  所 〒   － 

電話/ＦＡＸ  携帯  

E-mail  

会員番号 
Ｄ１・Ｄ２・Ｉ－  一般

(           ） 
（所属団体） 

２０１６.２ 

NO.８４ 

(ＢＵＣ対象事業） 
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全県野外活動フォーラム２０１５ 
兵庫県立嬉野台生涯教育センター 

(2015 年 12 月 5 日(土)) 
 
新たな参加者が多数あった今回の全県野外活動フォーラム。県内はもとより他府県か

らの参加者も加わって４８名にものぼる参加者で活気づき、今日の野外活動指導者に関

する課題の共有・今後の在り方などについて活発な討議が行われました。また、グルー

プディスカッションでは、野外活動で指導する立場において評価すべきことと、さらに

鍛錬を重ねるべきことについての意見交換を行うことで、野外活動参加者の期待にどう

応えてゆくのか、各自の優先事項を再確認するよい機会となりました。 
 

【パネルディスカッション】 
「野外活動を取り巻く社会状況や課題、社会のニーズは？」  
「野外活動参加者が期待していることは？」 

野外活動に関わる施設・団体のそれぞれの立場から、野外活動に求められるニーズの変化、昔と比

べ野外活動対象者の意識は変わったか、変化に対応して具体的に進化してきたことは、などの発表並

びに質疑応答を行いました。  
( パ ネ ラ ー )  

大本 晋也氏 (国立淡路少年交流の家 所長)  

田中 誉人氏 (尼崎市立美方高原自然の家 所長)  

三木 秀人氏 (兵庫県キャンプ協会 理事) 

田川 雅規氏 (あそびの工房もくもく屋 事務局長) 

(コーディネーター) 

甲斐 知彦氏 (関西学院大学教授、兵庫県キャンプ協会理事長) 

 
   【グループディスカッション】 

グループに分かれて、ワーキングランチを挟み、午前中のパネ

ルディスカッションで発表された課題やニーズの変化について、

活発に語り合う時間となりました。「これからの野外活動の使

命」そして「指導者に必要な資質・在り方」のテーマで討議を進

める過程で、異なる立場の人から発表された“成果”と“使命”

の底にある認識もふまえて、各自のこれからの在り方に結びつく

機会になった討議でした。 
【総括講演】甲斐  知彦氏 「野外活動への期待にどう応えるか！」 
  技術革新とともに変化する社会の意識が野外活動とどのような関連性を持ち得るのだろうか、  
ということを最近の知見から垣間見る将来像を推測して考えるとともに、野外活動指導者のあり 

ようについて示唆していただきました。                 (報告：朝倉克浩) 
 

主催：(公財)兵庫県生きがい創造協会・嬉野台生涯教育センター 

協力：(一財)野外活動協会(OAA)・ 兵庫県キャンプ協会 

後援：(公財)兵庫県青少年本部・ 兵庫県青少年団体連絡協議会 
 

日程:2016 年 5 月 15 日(日) 
        2016/05/14～15 にかけて交流学習プログラムも予定されています。 

   詳しくは次号「キャンピングひょうご８５号」にて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
《 編 集 後 記 》 

この冬は、エルニーニョ現象で“暖冬”となってい

ます。積雪量が少なく、予定した雪活動が実施困難に

なった方も多かったのではないでしょうか。キャンプ

も日常生活も「雪」や「雨」等、自然に大きく影響さ

れてしまいます。でもそれは人間にはどうにも出来な

いことですよね。だからこそ、想定外の時、それに対

応できるだけの「判断力」が必要で、それは常日頃か

ら磨いておかないと… と感じました。（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 
 

(Ｈ Ｐ)  http://hyogo.camping.or.jp/ 
(E-mail)  hyogo@camping.or.jp 
(Facebook) 

https://ja-jp.facebook.com/hyogo.camping 

【報 告】

総会開催 
※正会員には 

別途案内が 

届きます 


