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【参加者募集中】Café de CAMP2015

AIDS/HIV を考える
12 月 1 日は世界エイズデーです。これは、世
界レベルでのエイズのまん延防止と患者・感染者
に対する差別・偏見の解消を目的に、WHO によ
り 1988 年に制定されたものです。毎年この日を
中心に、世界各国でエイズに関する啓発活動が行
われています。今回は、保健師さんを交えて普段
あまり考える機会のない AIDS/HIV やそのキャン
プとの関わりについて考えていきます。
日程：12 月 19 日(土) 13：30-16：00
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
参加費：500 円(税込)
詳しくは要項をご覧ください
http://www.camping.or.jp/20151219cafe.pdf

キャンプディレクター資格を目指そう！
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?
現在ディレクター2 級養成講習会の参加者を以
下の 4 会場で募集しています。
受講を希望される方は、受講要件をご確認のう
え、お申し込みください。
キャンプディレクター2 級養成講習会
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
大阪府：2 月 5 日-7 日/吉野宮滝野外学校
http://www.camping.or.jp/2015D2list.pdf

※ 日本キャンプ協会 WEB サイトにて最新の情報

各事業の詳細は、日本キャンプ協会 WEB サイト
イベントカレンダーをご覧ください。
【東京】

MFA メディックファーストエイド講習会
主 催：東京都キャンプ協会
日 程：11 月 28 日(土)13:15-19:15
会 場：南長崎スポーツセンター２階会議室
参加費：12,000 円
問い合せ：東京都キャンプ協会 03-5906-5491
【大阪】

野外活動指導者のための
リスクマネジメントセミナーin 関西
主 催：大阪府キャンプ協会
日 程：12 月 6 日(日)13:00-19:00
会 場：ドーンセンター
参加費：一般 2,000 円 学生 1,000 円
問い合せ：大阪府キャンプ協会 06-6561-7800
【岐阜】

ロケットストーブ作製セミナー
主 催：岐阜県キャンプ協会
日 程：12 月 6 日(日)10:00-15:15
会 場：大垣市野外活動センター
参加費：会員 8,000 円
問い合せ：岐阜県キャンプ協会 0584-27-9499
【京都】

次のキャンプで役立つキャンプソング塾
主 催：京都府キャンプ協会
日 程：12 月 13 日(日) 10：00-13：00
会 場：京都 YMCA 三条本館
参加費：1,000 円
問い合せ：京都府キャンプ協会 075-231-4388

アメリカキャンプ協会年次大会
アメリカキャンプ協会の年次大会が行われます。
例年 1,000 人以上が参加し、120 を超える分科
会、交流イベント、キャンプ場などを訪ねるツア
ーといった、プログラムを体験できます。
日
会

程：2 月 9 日(火)-12 日(金)
場：Hilton Atlanta

興味のある方は、日本キャンプ協会事務局まで
ご連絡ください。

を掲載しています。

日本キャンプ協会公式 Facebook
-最新情報掲載中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。

公益社団法人日本キャンプ協会
www.camping.or.jp
E-mail ： ncaj@camping.or.jp
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◎Information◎
▼アンケートにご協力ください。
①キャンプ白書アンケート
2016 年に日本キャンプ協会 50 周年を記念
して発行されるキャンプ白書 2016 の基礎デー
タ収集のためのアンケートを実施しています。指
導者会員のみなさまのご協力をお願いいたしま
す。なお CAMPING167 号でもアンケートを同
封し、同様のお願いをしております。
アンケート回答用 WEB フォーム
https://goo.gl/Nac40N
回答期限：11 月 30 日

②キャンプボランティアスタッフの
活動実態に関する調査
前回の CAMPING News 臨時号でもお願いを
しましたが、桃山学院大学の石田易司教授（日本
キャンプ協会前会長）率いる研究チームより、ア
ンケート調査の依頼がありました。ディレクター
1 級資格をお持ちのみなさまに回答のご協力を
いただければ幸いです。
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Happy 50th Anniversary
日本キャンプ協会は来年 2016 年に設立 50 周
年を迎えます。
これから 50 周年終了まで、50 周年のことや
日本キャンプ協会のこと、そして 51 年目から
の日本キャンプ協会についてメールマガジン
でもお伝えしていきます。
なにはともあれ、来年は日本キャンプ協会の
節目の年。みなさんもいろいろな事業や企画に
参加して一緒にお祝いしませんか？！
50 周年に先駆け、日本キャンプ協会 50 周年
記念 WEB サイトが公開されました。これから日
本キャンプ協会の 50 年を紹介したり、キャン
プフォトコンテストを開催したりと楽しいコ
ンテンツがどんどん増える予定です。
日本キャンプ協会 50 周年記念 WEB サイト
http://www.50th.camping.or.jp

次号は 12 月 11 日(金)発行予定です。
アンケート回答用 WEB フォーム
http://goo.gl/forms/sJ7Wk63CY8
回答期限：11 月 30 日

アジア・オセアニア・キャンプ会議
Outreach –Camp for a better society
2016 年 10 月 28～11 月 1 日
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走れば山が美しくなる！
「走れば山が美しくなる！」は、静岡県立朝霧野外活動センターが推進する、自然体験活動をしながら
自然をキレイにする活動の総称です。あなたも、
「走れば山が美しくなる！」運動に参加してみませんか？

◆ゴミ拾いをする
ハイキングや登山やトレイルランニングなどの野外活動を楽しむついでに、ルート上に落ちているゴミ
を拾い、その写真を Facebook の「走れば山が美しくなる！」コミュニティに投稿してください。ご希望
いただいた方には、「走れば山が美しくなる！」オリジナル缶バッジを差し上げています。
「走れば山が美しくなる！」Facebook コミュニティ：https://goo.gl/REQDE6

◆個人協賛する
「走れば山が美しくなる！」の活動を推進していくために、ご協賛いただける方を募集しています。
ご協賛金は、ゴミ拾い活動や朝霧高原のトレイルの整備に活用させて頂きます。
□ご協賛金額 一口 １，０００円（何口でも可）
□ご協賛特典
協賛いただくお礼として、オリジナルエコバックを差し上げます。
許可いただける方は、ホームページ上にお名前を掲載させて頂きます。
詳しくは、WEB サイトをご覧ください：http://asagiri.camping.or.jp
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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