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ひょうごキャンプフェス 開催 
日程：2018 年 11 月 10 日(土)～11 日(日) 

 
兵庫県キャンプ協会会長 高見 彰 

 
兵庫県キャンプ協会は、お陰をもちまして創立３０周年を迎えることができました。創立以来、

一貫して当協会をご指導、ご支援いただきました会員の皆さんはもとより、行政機関や青少年団

体関係者の皆さまに厚く御礼申し上げます。また、今日まで兵庫県内のキャンプの普及と兵庫県

協会の発展のために営々と努力してこられた諸先輩や歴代役職員の皆さんに、心から敬意を表す

とともに深く感謝申し上げます。 

今回の３０年記念事業は、６０名を越える方々に集まっていただき、神戸市北区の「しあわせ

の村」と、隣接する「あいな里山公園」、「神戸スカイアドベンチャーすずらん」に場所を移し

て、秋晴れのなか、２日間の開催となりました。 

兵庫県協会の役員が当日もスタッフとして、参加者の皆さんの笑顔と「キャンプはやっぱり楽

しいね！」の言葉をいただくために奮闘して参りましたが、協会外からも多くの方々に支えてい

ただきました。中でも後援いただいた神戸市教育委員会、あいな里山公園の高畑園長はじめスタ

ッフの皆さん、当別エコロジカルコミュニティ代表理事の山本幹彦さん、神戸ライフセービング

クラブの皆さん、(株)アルペン、(株)Snowpeak、(有)ソウルメイトの皆さん、バーベキュー・カ

ーペンターまっさんこと増田幸市さんには楽しく、美味しい時間をご提供いただきました。また、

長年ご参加いただいている“ジャムおじさん”こと原啓さんには手作りぶどうジャムを、30 周年

記念シール付で参加の皆さんにお配りいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。 

さて、今やキャンプは空前の隆盛を得ていると言われています。高価でも価値あると判断され

るキャンプ道具は飛ぶように売れ、キャンプ場も予約が取れない状況になっています。この変化

のスピードは早く、キャンプに求められるニーズも多様化してきており、私たちも今までの「キ

ャンプ＝組織キャンプ」といった固定観念を変えざるをえないところまできていているように思

います。私たちのキャンプ協会は社会のニーズに応えられているのか、キャンプの新しい価値を

社会に問うていく必要に迫られ、まさに大きな「転」換期をむかえているといえます。そういっ

た意味では、今回の「キャンプフェス」は、この先をどうきりひらいていくのか、キャンプ協会

の存在意義を見つめ直す良い機会になったかもしれません。 

兵庫県協会は次の１０年に向け「兵庫らしさ」

を伝承しつつ、キャンプの持つ新しい価値を模

索し、県内外の諸団体との連携を深めながら、

役員一丸となって協会に寄せられる内外の期待

に応えていくことが必要だと感じています。改

めて皆様の一層のご支援、ご協力を心からお願

い申し上げます。ご参加いただいた皆さん、あ

りがとうございました。 
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兵庫県キャンプ協会創立 30周年事業



懸命に心肺蘇生法 

 

   - 2 -                               キャンピングひょうご №９６   
 

 
１日目：１１月１０日（土）しあわせの村(あおぞら＆テントキャンプ場) 

 

２日間のフェスは、キャンプ指導者には嬉しい、触って使って体験できるブース展示

で好評でした。匠の技や百均工作はアイディアが面白く、パッケージドプログラムでは、

野外活動の新しい形を学べるなど。今後も安全で快適なキャンプを楽しみたいと思える、

ためになるフェスでした。 
 
匠のキャンプ技 火起こしなんてとても大変で時間がかかると思って

いましたが、やり方次第でこんなに早く着く事にびっくり。２年生と幼児

の兄弟が、弓ぎり式の道具で一生懸命に火おこしをしていました。火種に

火がともるまで顔を赤くしながら息を吹いて、火がついたときの嬉しそう

な顔がとっても印象的でした。その後の自分で焼いたパンは絶品！「自分

で焼けて嬉しかった」と笑顔で話してくれました。 
《参加者の声》 

☆子供向けキャンプをしているので取り入れやすく、こういうやり方もあるのかと 

刺激になった。 

☆パンが美味しい。自分で焼けてうれしかった。 

☆自分がキャンプでやってみたい技が体験できて、とてもためになった。 
 

実践！野外救急法 演者さんがケガ人役で、実際に自分たちで手 

当てをする講座に、子どもたちも何人か参加していました。大人でも焦 

ってしまい、いざとなるとどうして良いか分からなくなるところですが、２年生の女の子がてきぱきと手

当ての道具を運んできたり、傷口を洗い流したりする姿がすごく頼もしく感じられました。 
《参加者の声》 

☆とにかくリアルですごかった。実際に服を切ったり特殊メ

イクをして行うなど本番さながらで体験できて良かった。 

☆プロが本番に何を考えるのか見られて良かった。 

☆救助の一連の流れを通して貴重な体験になった。 
 

プロのお薦め！キャンプギア講座 

 

キャンプ用具メーカートップブランドのSnowpeakとスポー 

ツ用具販売トップのアルペンによる優れもの用具展示と実演。 
《参加者の声》 

☆知っている道具がレベルアップしてて驚いた。 

☆正しい使い方を学んで、今後も安全で快適なキャンプを楽しみたい。 

☆キャンプ料理も体験できお腹も満足。 
 

１００均 De クラフト 
 

電動ドリルを使っての作業。危険も伴い、子どもには少し難しいかと思 

いきや、「チャレンジしたい！」と４年生の男の子。出来上がった作品で 

さっそくまつぼっくりを燃やしたときの満足そうな顔は忘れられません。 
《参加者の声》 

☆やろうと思えばネット等で調べてやれるのかもしれないけれど、百均の物を材料 

にして作る発想は無かったので新鮮でした。 

☆細かいコツやポイントを教えてもらいながら作れたのはありがたかったです。 

今度山に持って行って、作ったソロストーブを使ってコーヒーを飲もうと思います。 
 

パッケージドプログラム《指導》当別エコロジカルコミュニティ代表理事 山本幹彦さん 
 

スウェーデン発祥の文献で野外でさんすうの感覚を養うことをねらいとさ

れ、子どもたちは、全部においてゲーム感覚で夢中で取り組んでいました。 

《手順》①まちがい探し ②「さんすう」の大きさの概念や、重さ、何かと

何かを比べる、ｸﾞﾙｰﾌﾟに分けることを自然と身につけることを体感。③手持

ちカードの同じ色のものを見つけてこよう！④鳥になって、エサを拾ってこ

よう！⑤同じものを探してこよう。 

カードの内容は、「葉っぱが一枚ついた枝」「黒い穴が開いている葉」「ま

つぼっくり」「やわらかいもの」等、子どもたちは周辺を走り回って一生懸

命に探していました。「悔しいから階段の上まで探しに行った」との声も聞

きました。 
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B B Q 

今回は、兵庫県の素材にこだわった BBQ コース料理「ひょうご五

国の BBQ」を作らせて頂きました。 

前菜は、播磨の海の幸を煮込んで食べる「海の幸アヒージョ」、

スープは、但馬の鹿肉をダッチオーブンでじっくり煮込んだシチュ

ー「ヴェニソンシチュー」、淡路の玉ねぎと牛肉を串に刺して炭火

で焼く「淡路串焼き BBQ」。丹波の新米と鶏肉、野菜をキャンプで

おなじみの飯盒を使って作る「飯盒パエリア」。そして、デザート

は摂津の国、灘の甘酒を使ったソースをかけて食べる「パンケー

キ」。 

BBQで一番大切なことは、「meet up」（交流）だと考えておりま

す。「偶然の出会いが一生の宝物になる」そんな素敵な BBQ を目指

しています。今回の体験が、皆様の今後の活動のお役立に立てれば

ありがたいです。この度はありがとうございました。 

(バーベキューカーペンターまっさんこと・増田幸市さん) 
《参加者の声》 

☆バーベキューで自分が作ったパエリアが一番おいしかった。 

☆おなかパンパンになった。 

 
 

2 日目：１１月１1 日（日） 

あいな里山公園 
秋の色濃い里山公園で、スタンプラリーをして各所をめぐる

イベントで楽しみました。公園内の工作エリアで、親子でクラ

フトにいそしむ姿も微笑ましく、フェスの締めくくりにふさわ

しい一日となりました。青空の下で、そろって温かい味噌汁と

お弁当に舌つづみ。気持ちもほぐれ、さわやかになりました。

ここは、懐かしさと心地良さいっぱいの公園でした。 

スカイアドベンチャーすずらん 
親子で声を掛け合って難所を攻略し、お子さんとともに達成

感を共有されていれました。 
《参加者の声》 

☆「できない」と思ったことに挑戦して、やりとげることの大事さを、

子どもも親もいい経験になりました。 

☆高所に弱い私が、一緒に参加する仲間がいて声をかけてくれたから、  

 最後までやり遂げられました。自分の啓発になったし、また来て挑戦 

したいと思います。 

(報告者：中尾羽伊理・中村麻友香) 
 
 

キャンプインストラクター資格取得 講習会 
 兵庫県キャンプ協会が共催、開催されるインストラクター講習会です。一日＋一泊二日、もし

くは二泊三日で受講できる講座です。主催は「神戸市立自然の家」。 
 
◆日時：2019 年 2月 16 日（土）10:00～17:00 会場：神戸市青少年会館（三宮） 

    2019 年 2月 23 日（土）10:00～24 日(日)15:30 神戸市立自然の家(六甲山)前泊可 

               2/16 が都合の悪い方は2月 22 日(金)13:00～24 日 15:30 の二泊三日も可 

◆定員 20名程度 ◆参加費 13,500 円（ﾃｷｽﾄ、食事費等含）二泊三日は別途 2,300 円必要 

◆資格検定受験料・登録費別途 15,000 円必要 申込詳細は施設迄 TEL 078-891-0002 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【正会員の新規登録受付中(個人)】 
 総会の議決権を持つ構成員である「正会員」新規募集時期となりました。一般の有資格会員

を対象に12月 26日(水)まで受付けます(現在 71名)。メール、FAX等の文面でご連絡下さい。

総会案内が直接届きます。委任状による欠席は可能ですが、2 年無届欠席は自動的に退会とな

ります。辞退がなければ自動的に更新されます。特典は特にありません。 

＝お尋ねは事務局まで。お待ちしてます＝ 
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冬の味覚を楽しむデイキャンプ (募集開始) 
～県内の冬の食材を野外調理で～ 

 
冬の寒さが厳しい日かもしれないし、穏やかな日かもしれない。天気は気になるけ 

れど、アウトドアで冬季の旬、海の幸山の幸を味わうクッキングと会食のプログラム。 

  

 

 
◇日 時 ２０１９年２月１７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 (1 時間 100 円の駐車場有)  
(車)２号線、垂水福田川より東へ約 400m、海浜公園信号を南へ 

          (歩)JR垂水駅 東口より徒歩 10分（当日 10:40 東口集合でご案内） 

◇内 容  瀬戸内の海鮮、播磨の山の幸を、炭火を囲んでいつものおまかせメニュー。 

◇対 象 兵庫県キャンプ協会会員、ご家族 定員２５人程度 

◇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） ※当日徴収します 

◇持ち物 防寒着、軍手、タオル、必要な方はエプロン (飲み物は各自、清涼飲料自販機有) 

◇申 込 名前(参加者全員)、会員№、住所、℡、車/徒歩を明記、兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会事務局ま

で FAX、郵送、または E-Mail にてお願いします。 注）前日よりのｷｬﾝｾﾙは全額負担 

         *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。 
  
 

 
全県野外活動フォーラム２０１８(BUC対象)  (募集中) 

    「生涯学習としての野外活動の魅力と課題」 ～野外活動の可能性を探る～ 
 
 子どもからシニア世代の野外活動の持つ効果や強みを共有し、野外活動の可能性と 

課題を探ります。さらに今後の展開や発展の手立てを共に考えながら、指導者間の連携 

を深め合う機会です。兵庫県キャンプ協会が協力し、実施されます。 

（日本協会認定 BUC対象事業） 
 
□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 

□日 時：2019 年１月 19日(土)10:30～16:30(10:00～10:30 受付) 

□会 場：県立嬉野台生涯教育センター 第１研修室（加東市下久米）TEL 0795-44-0712 

□対 象：野外活動指導者、運営者、団体関係者、教職員、テーマに関心ある一般、大学生等 

□募 集：50名程度  

□参加費：1,000 円（資料代・昼食代等）  

□申 込：2018 年 12 月 25 日(火) 

□内 容：【基調講演】大阪府青少年活動財団理事 大阪府ｷｬﾝﾌﾟ協会副会長           今井正裕  

      【事例報告】南但馬自然学校 指導課 主任指導主事兼課長          御栗康嗣 

大阪国際大学教授 兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会 会長                     高 見  彰  

兵庫県青年洋上大学同窓会事務局長 兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会副理事長   新庄和文  

【まとめ・ふりかえり】野外活動協会専務理事 兵庫県ｷｬﾝﾌﾟ協会副会長              清水勲夫(敬称略) 

□申込・お問い合せは生涯教育センターまで 。申込書は施設ＨＰよりダウンロードできます 

 

 

 

 

 

 
 
 

今年度、キャンプインストラクターを資格取得され兵庫県会員になられた方は特別価格 
(なんと 1,000 円！)で参加できます。この機会に兵庫の仲間と交流を深めませんか？ 

兵庫県キャンプ協会創立３０周年記念「ひょうごキャ

ンプフェス」が、しわわせの村で盛大に開催されまし

た。企画ものの展示ブースは、どこもたくさんの人で賑

わっていました。参加者の皆さんは、ただ見て回るので

なく、レスキューやキャンプギア講習、クラフトや火起

こしなど、体験して役に立つ展示に人気があり、やはり

キャンプ指導者は動いて学んでナンボなんだとの思いを
深くし、感激した次第です。   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 

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

 


