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兵庫県立いえしま自然体験センター(姫路市家島町)にて 

共催：(社)いえしま自然体験協会 

 

当日はまさに“秋晴れ”！絶好のアウトドア

日和の中｢いえしま海物語｣がスタートしました。 

初参加の方、昨年度共にヨットにチャレンジ

したリピーターの方、２０代から７０代という

幅広い年齢層となった今回の参加者。一同は貸

切の船に乗って一路「いえしま自然体験センタ

ー」がある家島諸島の西島に向けて出発。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海風にあたり、外の美味しい空気を吸ったり、

船内でお菓子を出し合ったり、無人島を見つけ

ては「あの浜良いね～、あそこにキャンプ場作

ったら？」など、どこか子どもの頃遠足に行く

時のドキドキワクワク感を思い出させてくれる

ような雰囲気が拡がる船内。 

姫路港からは 40 分程の船旅を楽しみ、さあ

「いえしま自然体験センター」に到着です。 

到着後、ヨットマン登場！？その昔、オース

トラリアはメルボルンから大阪まで御夫妻でヨ

ットで渡った経験があり、現在は家島諸島にあ

る坊勢島で過ごす、当協会元副会長で現在顧問

の鍬方氏が合流。海プログラムがはじまりまし

た。 

今回ヨット初挑戦のメンバー、昨年度に続い

て２回目のチャレンジとなったメンバー、まず

は海に出る準備。艇庫からカヤックやヨットを 

協力して担ぎ出し、浜辺に並べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

さ～出てきました“ロープワーク”！ヨット

を準備するのに必要ないくつかのロープ結び。

島を良く知る参加者のキャンプインストラクタ

ーにも助けられ、約１時間かけて自分達が乗る

ヨットの準備が完了。これが自前で出来ないと 

スキッパー(船長)にはなれない。 

２人ペアになり、いよいよ船出です。シーカ

ヤックの皆さんは、大空と大海原のなか漕ぎだ

し、岩場に寄ったり、無人島に上陸し磯遊び。 

小豆島を遠くに眺め、紺碧の秋空そして心地

良い風、颯爽と漕ぐシーカヤックやカラフルな

ヨットの帆が湾内に鮮やかに拡がりました。 
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【参加者体験記】 
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１日� �日� ３日� 

����� 

   ﾁｬｰﾀｰ船にて家島諸島の西島へ、 

峠からの小豆島はいつも格別 

�食��参��� 

海プログラム�� 

ﾖｯﾄの初心者には家島ｾﾝﾀｰの海は格

別、まさに『母なる海』でした 

�食�食�� 

たっぷり遊んだ後の食事が美味しい 

����ーム 

心地よい風でした 

朝食�食�� 

 出ましたアジの干物 

海プログラム 

 日差しやや強く、風弱く 

�食�食�の��� 

 のんびり浜辺でいただきました 

海プログラム 

 そろそろお疲れが‐‐‐ 

�食���り�き� 

 この参加費で信じられない海の幸 

�のお�� 

 海そして空の自然は素晴らしい 

 

朝食�食�� 

 早朝から釣り人がいました 

フ�ータイム 

磯辺でカニと戯れる 

�食�カレー�くり� 

 名ｺｯｸさん登場で大鍋がｶﾗｯﾎﾟ! 

チャーター船にて���へ 

 船首で潮風に名残を惜しんで 

��� �� 

 ぜひ、次回も会いましょう 

  お疲れさまでした 

３日間、ヨットとカヤック、釣りと海のキャンプを大変満喫で

きました。ヨットではペアと一緒に風をつかむ難しさに格闘しま

した。釣りでは子チヌが釣れて元気な御婦人と楽しい時間を過ご

しました。カヤックであっちこっちと放浪旅出来たこと、海って

楽しいな！と思いました。 

ヨットやカヌー、思いきり楽しむことが

出来て良かったです。海に程良く風が吹く

この時期だからこそ満喫できたキャンプで

した！次回も是非参加したいです。 

カヌーで初めてオイルフェンスを出て、前の小 

さな島まで行くことが出来て、大変感動しまし

た。この海の下は何があるのかな？ 

あ～怖い…早く帰ろうと一生懸命漕ぎました。 

３日間、非常に良い天気に恵まれ、念願

のヨットを満喫出来ました。スタッフの丁

寧な？説明と海上での“叱咤”？そして適

度な風のおかげで気分だけはヨットマンに

なりました。 

１日半もたんま

りヨットに乗せて

もらえて、とても

満足させてもらい

ました。 

海に入るのはお盆まで…。こんな感覚ありませんか？私は幼い頃から何となく身についたこの感覚が、

海のプログラムを知ってから随分と変わりました。秋頃は、浜に居るより海に入ったほうが温かい時すら

あります。今回は最高の天気に恵まれ、思いっきり遊んで、食べて、話して…。参加された皆様のチャレ

ンジと心意気に随分と刺激されました。御参加頂いた皆様、施設関係者の皆様に感謝いたします。 

                         報告者：�� �(兵庫県キャンプ協会理事) 

海の上、カヤック

漕いでどこまでも 

波ゆられ 

日が沈むころ 

地にゆられ 

ミニチュアの 

ふぐが釣れたよ 

大騒ぎ 
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�研究�������          
 

(研究テーマ)����炎を���に�う�� 
―あふれる炎を抑えて安全でエコな野外炊飯場に― 

                             
                       報告者：小�  �(兵庫県キャンプ協会理事) 

野外炊飯の時、炊飯場のかまどに薪をどんどん入れ、ついつい大きな火にしてしまう。

薪の置き方、足し方で目的に応じた火力や火の広がりを作り出す技能を追求することも

大切であるが、かまどの火を調節する器具を工夫し、火を大きくしすぎないで、誰もが

安全に炊飯場での調理をできるにようにしたいと考えた。 
 

�野外��������に��て� 

野外活動施設のかまどの多くは、大鍋などを置けるような大きめの作りになっており、かまど自体

は、調理器具の大きさに合わせて火の大きさを調節する機能を持っていない。そうすると当然、普通

の大きさの調理器具を使うには、かまどの火床が広くてたき口の容量が大きすぎることになる。火の

出口も広く開放されすぎていて、その上、上段までが高すぎることも多く、大きな炎になりやすい。

そのため、以下のような問題点が挙げられる。 
 
・なべ、かまなどの調理器具の形状に合った炎の大きさにできない。 

(炎の勢いが大きく広がり、調理器具の取手などを熱で痛めてしまう) 

・手前に来る炎もあり、熱くて、調理作業や火力の調整がやりにくい。 

・燃料(薪)を多く使ってしまう。 

�炎をコン��ー��る�����  � ���エコ��� �� 

 上記の問題点改善には、燃焼場所の限定や炎の広がりと流れの制限が必要であることがわかる。こ

れまでの体験として、たき口の中にレンガなどを組む方法もあるが、たき口を小さくする汎用性のあ

る器具を作ることを考え、大きさも手ごろで加工しやすい一斗缶で試作を始めることにした。今回、

効率的で安全な燃焼をめざして、煙突効果の活用を課題として取り組んだ。煙突効果とは、空気の流

れ(上昇気流)が筒状の中を進むことにより、気流後方の筒口に空気の流入が起こり、燃焼に必要な空

気が供給され、この循環によって燃焼の勢いが高められるものである。 

 始め、一斗缶を縦長に置いた形で試作を行った。

一斗缶の高さは３５㎝、縦長に使うとたき口として

は、高すぎることになり、薪をかなり多く入れない

と火が調理器具に届かないことになる(Ａ)。低くす

るように缶を切って使うと、筒状の部分がわずかに

なり、煙突効果は望めなくなる(Ｂ)。 

 ロケットストーブの構造にみられるように、煙突

効果は上昇気流の力によって起こるが、筒状の構造

をすべて垂直方向につなげる必要はない。そこで一

斗缶を横長に置いて、横の正方形の面をたき口とし

て開け、上面に火の出口を開けて、その部分のブリ

キを少し下に折り曲げた。(Ｃ) 

 この構造(Ｄ)だと、燃焼の上昇気流(↑)につれて、

たき口への空気の流入(←)がみられた。 

 

 A  B 

 

  C 

Ｄ 



①  

17 ㎝ 

2.5 ㎝ ５㎝ ８㎝   

サイド線 
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 薪がたき口の手前まで燃えてきても、炎が手前に向かって噴き出すことは

ほとんどないので、作業者はたき口に向かって、ひどい熱さを感じることな

く、安全に活動できることが確かめられた。 

 また、上面の出口から噴き出す炎は、通常の大きさ 

の調理器具には適した大きさで、火力も十分なので、 

この器具によって、たき口の容量は適切に制限できる

と考えられる。この囲いこまれた構造は炎の分散を防

ぐとともに、薪の大量投入も防ぐことになるので、薪

の節約も見込むことができる。  

�一斗缶��かまどの作り方� 

① 横置きした缶の上面に火口 

を開ける線を引く。サイド 

線は、曲がりの中心より１ 

㎝下げて引く。４すみは、 

缶の正方形面の角と同じ程 

度のカーブにする。 

② スクレーパーで実線、点線を切り、８㎝幅 

・５㎝幅の部分の両側にある曲がりの部分        

を平らに伸ばす。折り曲げて押し込むので 

はみ出す部分(約５mm:黄色の部分)を上に 

折り曲げる。 

③ 白矢印の向きに折り曲げて、火口を整える。  

アは、深く折り曲げて側面に着くようにす 

る。イ・ウの順に９０度ずつ曲げていく。 

④ 折り込んだ部分の位置を固定し、側面に圧 

着するために、穴をあけて実線・点線のよ 

うに針金を通していく。 

たき口の面の上方８㎝を残してふちを切り、内側に折り込んで火口から折り込んだ部分と重な

るようにする。図のように針金を通してねじり止めて、折り込んだ部分を固定する。使用時、火

床にメタルラスを敷き下部からの空気の流入を助ける。 

 

※ たき口の上面に壁(天井)を作ることで煙突効果はやや高まるが、薪を燃やす作業の 

しやすさを優先して、たき口全面を切り落としてもよい。 

※ 煙突効果や構造強度を考えて、④など手間のかかる工程を挙げたが、針金やたき口 

の天井がなくても、始めに挙げた問題点の改善には十分な効果が見られた。一斗缶は 

さびですぐ傷むので、効果との折り合いで工作は簡単にする方がよいと感じる。 

 

② 

③

④

② 

ア   イ    ウ 

ア

イ 

ウ 

8
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報告者：��� ��(兵庫県キャンプ協会副理事長） 

 

富士山の裾野、朝霧野外活動センターに全国のキャンプ協

会関係者約２００名が集まり、キャンプに関する研究発表や

実践報告、実技、ギャザリング、シンポジウムなど多彩な企

画が実施されました。 

各都道府県からはキャンプに関する知識・スキル・情報を仲間と共有する目的で様々なワークショ

ップが開催され、兵庫県キャンプ協会からは、実技「現地で手に入る材料で草木染め」を催し、好評

を博しました。                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会員規約改定(正会員登録制度)ついて～２月末まで継続受付中～ 

64 号と 66 号で既にご紹介しましたように、総会の構成会員を事前登録制の「正会員」としそ

の他の会員を「一般会員」とする制度がスタートしています。勿論、一般会員の方々のご提案や

声を広く受ける、協会運営の姿勢に変わりありません。広報誌に総会開催告知(正会員には直接

案内)しますので、一般会員としてのオブザーバー出席、また研究助成事業の応募ももちろん可

能です。規定では前年度 12 月末迄の登録となっていますが今回、制度スタートということで、

2012 年 2 月末まで受付期間を延長することが理事会で了承されました。希望者はＦＡＸ、メール、

葉書にて氏名、会員№を添え事務局までお申し出下さい。 

兵庫県キャンプ協会 �P に�新の規約を��しています。 

http://hyogo.camping.or.jp/SUBPage1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンプ��スタ �� 富士・朝霧 
２０１１年９月２２日(木)～２５日(日) 

静岡県立朝霧野外活動センター 

 
�正会員登録者ご紹介�（団体会員はすべて正会員登録となります）12/31 現在 

朝倉 克浩・芦田 正明・伊賀上将司・一宮  浩・稲岡 千晶・井上 良一・枝根 秀男 

大村 明美・奥  義博・小野 昌二・甲斐 知彦・柏原 信也・栗本  薫・桑田 千照 

後藤 安子・小西  巧・清水 勲夫・新庄 和文・角ノ上洋子・田頭枝里香・高橋 貞美 

高見  彰・竹中 哲郎・竹中 愛美・武久 伸男・田中 誉人・田靡 守弘・谷岡 政義 

谷生このみ・田渕 國光・坪内  透・積川 佳奈・冨田 靖宏・中田 一夫・中田 正克 

仲西 美樹・西垣 幸造・西村 典芳・萩原 光代・速水順一郎・原   啓・原   寛 

原田  優・原田  礼・藤井かすみ・藤原  誠・藤原 次郎・前島 隆文・前島 道子 

松田 康之・松村 雅代・万場るり子・三木 秀人・水越  洋・南  雅夫・三好 敏之 

森  俊介・森川 俊介・安井 孝夫・山中  智・山中 照美・吉川 直宏 

(財)三木山人と馬とのふれあいの森協会・NPO 法人緑の森自然キャンプ協会 

 (公財)神戸ＹＭＣＡ・頌栄短期大学・(社)トータルアウトドアプランニング 

ガールスカウト日本連盟兵庫県支部・日本ボーイスカウト兵庫連盟 

(公財)兵庫県青少年本部・兵庫県青年洋上大学同窓会・(財)ＯＡＡ(野外活動協会) 

報告 
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 交�事業・��事業 参加�受講�����！ お申込みは事務局迄！

 

《 編 集 後 記 》 
今号よりキャンピングの編集に関わらせていただく

こととなりました。様々な事業に多くご参加頂いてい
る方、最近キャンプから遠ざかっている方、皆さまの
リフレッシュやリラックスするきっかけにほんの少し
でも繋がることを願い、会報誌づくりに携わって参り
ます。 
２０１２年どうぞ宜しくお願いいたします。（R.H）

�兵庫県キャンプ協会事務局� 
上記プログラムのお申込みは下記まで 

 
〒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 

 
「2011 明日に役立つキャンプ講座 PartⅡ」(ＢＵＣ対象事業) 

 

～キャンプで楽しむ昔あそび～ 
 

野山でゲレンデで、またキャンプのひと時にゆっくりのんびり落ち着い 

て懐かしい昔遊びや身近な材料を使ってモノづくりを楽しんでみませんか。
今回はそんな三人の�人が講�です。(ＢＵＣは����上の受講が��) 

 
◎日 時：�０１�年３�１８日�日�１０：００～１６：３０ 

 ◎会 場：神戸市青少年会館５階ﾚｸﾎｰﾙ(三宮駅５分 中央区役所西)☎078(232)4455 

◎定 員：�０�     

◎受講料：１�０００円��日��� 

◎講習カリキュラム 受付 9:40～ 

Ⅰ講 10:00～11:50「ちょっと身近なあそび心」ﾚｸ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  池辺美保子氏 

      ～草の実、お手玉、わらべ歌 を使って遊ぼう～ 

Ⅱ講 12:40～14:30「楽しいドングリ、草花工作」兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会理事 小西 巧氏 

                ～こんなものが出来る、作れる、楽しめる～ 

Ⅲ講 14:40～16:30「現地調達の石、棒で遊ぶ」兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会副理事長 朝倉 克浩氏

          ～昔の遊び、実演を交えて～ 

 

    ※Ⅰ講とⅡ講の間は昼食自由休憩です 

会員交�事業「冬の味�を楽しむデ�キャンプ」 

 
好評の冬食プロ。今回は、カキ、ブリを中心に冬野菜と共に食します。 

寒さも気になるが、火を囲む外焼きもまたのどかなもの。海の幸と語らいを

楽しむ１日にふるってご参加下さい。人数限定、会員とご家族が対象です。
 

◎日 時：�０１�年��１�日(日)１１：００～１５：３０ 

◎会 場：相生市那波野 岩屋谷公園(小雨決行)  

◎定 員：３０�(定員になり次第締切) 

◎参加費：一人�５００円(子ども 1500 円) 

当日徴収、飲料は現地精算又は持参 

◎その他：ＪＲ相生駅より有志車にて送迎します 

＊神戸 9:27➩姫路(乗換)10:07➩相生 10:26 

駅南側にてｷｬﾝﾌﾟ協会旗目印にご集合下さい。 

         ＊帰り 相生 16:18➩姫路 16:40➩神戸➩17:17 

             ＊申込者で必要な方には現地までの地図送付します 

◎皿、調味料等は準備します・・・～。 

※マイカップ、お箸等の個人備品は出来るだけご持参下さい。(多少の予備は用意) 

※野外ですので予報に合わせて防寒着をご用意下さい。軍手も便利かも 




