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【参加者募集中】ディレクターゼミナール 2015

キャンプや自然体験活動の教育的効果に注目し、
各地でさまざまなプログラムが実践されています。
その担い手はボランティアが多くを占めています
が、仕事として携わる人も少なからずいます。
そこで今回のディレクターゼミナールでは「キ
ャンプを仕事にする」をテーマに、キャンプや自
然体験活動に仕事として携わること、団体(法人)
の設立・運営について学びます
日程：10 月 16 日(金)、27 日(火)、11 月 4 日(水)
いずれも 19:00-21:00
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター

講師：佐藤初雄さん(10 月 16 日、17 日)
林 健児郎さん(11 月 4 日)
参加費：1 講座 1,500 円(会員)
※3 回連続参加で 4,000 円(会員)
詳しくは要項をご覧ください
http://www.camping.or.jp/2015Dzemi.pdf
【参加者募集中】Café de CAMP とお坊さん
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キャンプディレクター資格を目指そう！
キャンプディレクターとは、企画・運営に携わ
るキャンプの責任者のことです。この講習会では、
キャンプの「提供者」としての知識・技術を学び
ます。
キャンプの楽しみと喜びをより多くの人へ、あ
なたの手で届けませんか?ご参加をお待ちしてい
ます。
キャンプディレクター2 級養成講習会
福島県：10 月10 日-12 日/磐梯青少年交流の家
東京都：11 月21 日-23 日/ヒゲッチキャンプ場
神奈川県：11 月21 日-23 日/足柄ふれあいの村
群馬県：1 月9 日-11 日/東毛青少年自然の家
奈良県：1 月9 日-11 日/曽爾青少年自然の家
福岡県：1 月29 日-31 日/玄海青年の家
http://www.camping.or.jp/2015D2list.pdf

キャンプディレクター1 級養成講習会
日程：11 月13 日-15 日
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター(東京)
http://www.camping.or.jp/2015D1youkou.pdf
キャンプディレクター1 級検定会
東日本会場
日程：11 月13 日-15 日
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター(東京)
西日本会場
日程：2 月20 日-21 日
会場：神戸市青少年会館(兵庫)

お坊さんとおしゃべり！

※ 日本キャンプ協会 WEB サイトにて最新の情報
第 3 回目の Café de CAMP では、曹洞宗大本
を掲載しています。
山である永平寺で修行をされた日比洸紹(こうし
ょう)さんをゲストに迎え、お坊さんに関するさま
ざまなことをざっくばらんにお話してもらいます。

キャンプ研究への投稿募集中

日程：9 月 11 日(金)18:30-20:30
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
ゲスト：日比洸紹(ひびこうしょう)さん
参加費：500 円(税込)
詳しくは WEB サイトをご覧ください
http://www.camping.or.jp/20150911cafe.pdf

キャンプの実践報告や研究論文
を取りまとめ、毎年「キャンプ研
究」を発行しています。その第 19
巻への投稿を募集しています。
締切：9 月 30 日
投稿規定や投稿先など
詳しくは、WEB サイトをご覧ください。
http://www.camping.or.jp/2015/07/19930.html
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◎Information◎
各事業の詳細は、日本キャンプ協会 WEB サイト

▼会員証デザインコンテストを開催します

イベントカレンダーをご覧ください。
【兵庫】

2016 年度の会員証のデザインを、今年も
公募いたします。コンテストで選ばれた作品
は、日本キャンプ協会会員（約 1 万 5 千人）
の 2016 年度会員証として使用されます。

いえしま海の自然学校
主 催：兵庫県キャンプ協会
日 程：9 月 19 日(土)-21 日
会 場：兵庫県いえしま自然体験センター
参加費：会員 13,000 円 子ども 9,500 円
問い合せ：兵庫県キャンプ協会 078-333-7677
【栃木】

募集要項はこちらからごらんください。
http://www.camping.or.jp/memberscard2016.pdf
締切：11 月 5 日(木)

▼公式 Facebook ページが誕生しました！

シニアキャンプ
主 催：栃木県キャンプ協会
日 程：9 月 26 日(土)-27 日(日)
会 場：星ふる学校くまの木
参加費：会員 7,000 円 一般 7,500 円
問い合せ：栃木県キャンプ協会 0289-64-9385

イベントカレンダー
リニューアルしました！
日本キャンプ協会 WEB サイトのイベント
カレンダーをリニューアルしました。
表示形式はこれまでと変わらずカレンダ
ー形式となっています。イベント名をクリッ
クしていただくと簡単な概要が、さらに詳細
をクリックしていただくと要項などがご覧
いただけます。
http://www.camping.or.jp/search/

日本キャンプ協会公式 Facebook ページが誕
生しました。キャンプ協会の様々な情報をお知ら
せしていきます。
https://www.facebook.com/ncaj.sns
みなさまからの「いいね！」
「コメント」
「シェア」
お待ちしています！
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「白山一里野グランピングパーティ Glamge（グランジェ）2015」モニターご招待
石川県一里野高原で 9 月 26 日(土)～27 日(日)に開催されるグランピング（グラマラス×キャンピ
ング）をコンセプトにした新感覚アウトドアフェスへ、日本キャンプ協会会員の方から、1 組 2 名様
をご招待いたします。
■ご招待内容
・アウトドアウェディングパーティへの列席
・ベルテントでの宿泊付き、温泉入浴も無料

・当日クラブイベントへのご招待

■応募条件
・日本キャンプ協会会員の独身女性の方
・当日イベントにご参加いただける方
・SNS(Facebook や twitter)をご利用の方で、当日のイベントの様子をご紹介いただける方
■応募方法/締切
応募フォームよりご応募下さい https://goo.gl/０xnzma
8 月 31 日(月)締切 まもなく締め切りです！
応募についての詳細は必ず WEB サイトでご確認ください
http://www.camping.or.jp/2015/07/post-1527.html
主催：Glamge2015 実行委員会
本メールマガジンに掲載されたイベント情報などは掲載後に変更されている場合があります。必ず主催者に確認してください。
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