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【東京】日本キャンプ協会主催
日 程：11 月 25 日（金）～27 日（日）
会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター
参加費：40,000 円
問い合せ：03-3469-0217（担当：林）
※資格取得には別途検定会の受検が必要です

講習会や研修でステップアップ！
いよいよサマーシーズンに入ります。指導者
としてキャンプに関わる方も多いのではない
でしょうか。指導経験を積まれたみなさん、ぜ
ひディレクター2 級や 1 級を目指してみませ
んか。ディレクター2 級養成講習会の開催が各
地で予定されています。プログラムの企画やマ
ネジメントについて学びます。また、ディレク
ター1 級養成講習会が 11 月末に開催されま
す。キャンプを統括する責任者として必要なこ
とを学びます。さらに、10 月には国際キャン
プディレクター研修が開催されます。
最新の情報を学び、講師や受講生とのつなが
りをつくれる講習会や研修へ、ぜひご参加くだ
さい。さあ、スケジュール調整しましょう！

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。

キャンプディレクター2 級養成講習会
【岡山】岡山県キャンプ協会主催
日 程：９月 17 日（土）～19 日（日・祝）
会 場：岡山市北区建部町富沢 648-4 森の育ての親 建部
参加費：13,000 円
問い合せ：tenka108@po1.oninet.ne.jp
http://www.camping.or.jp/20160917okayamaD2.pdf

【埼玉】東京都キャンプ協会主催
日 程：11 月 18 日（金）～20 日（日）
※詳細は準備中です
【奈良】奈良県キャンプ協会主催
日 程：2017 年１月 7 日（土）～9 日（月・祝）
会 場：国立曽爾青少年自然の家
参加費：20,000 円
問い合せ：0745-82-1662（担当：稗田）
http://www.camping.or.jp/20170107naraD2.pdf

http://www.camping.or.jp/2016D1youkou.pdf

【東京】 視野が広がる。価値観が変わる。
4 泊 5 日国際キャンプディレクター研修

国 際 キャンプ・ディレクターコース（ICDC）
International Camp DirectorCourse は、キ
ャンプのマネージャーやディレクターなどキャ
ンプの企画運営に携わる人が専門的に学ぶため
のコースです。これまで指導や運営の経験がある
人にとっても、レベルアップ・ブラッシュアップ
の機会となります。キャンプやアウトドアプログ
ラムの企画運営について様々な視点から考えて
いきます。多様な参加者、講師との交流により、
各国の文化に対応したマネジメントも学べます。
日 程：10 月 24 日（月）～28 日（金）
会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター
参加費：750US ドル（コース代、宿泊と食事含む）

ICDC トレーナーコース
本コースは、国や地域を超えて世界中どこでも
活躍できるキャンプの指導者・実践者を育成する
コースです。ICDC を終了し、さらに質の高いリ
ーダシップやマネジメントスキルを備えた経験
豊富な指導者のための、さらなるトレーニグの場
となります。そのため、本コースに参加するには、
応募用紙の他に、関連団体などからの推薦や正体
が必要です。
日 程：10 月 23 日（日）～28 日（金）
会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター
参加費：950US ドル（コース代、23 日からの宿泊と食事含む）
主 催：国際キャンプ連盟（ICF）
問い合せ：公益社団法人日本キャンプ協会
第 6 回アジア・オセアニア・キャンプ大会事務局
03-3469-0217（担当：吉野）
http://aocc2016.camping.or.jp/japanese/icdc.html

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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世界中のキャンプ仲間と交流しよう！
【東京】
【秋田】

ファミリーキャンプ夏の陣 2016
主 催：秋田県キャンプ協会
日 程：７月 30 日（土）～31 日（日）
会 場：秋田県立中央公園ファミリーキャンプ場
参加費：大人 5,000 円 小学生以下 3,000 円
問い合せ：akita@camping.or.jp
http://www.camping.or.jp/20160730akitaBUC.pdf

日本キャンプ協会設立 50 周年記念事業

第 6 回 アジア・オセアニア・キャンプ大 会
主 催：公益社団法人日本キャンプ協会
日 程：10 月 28 日（金）～11 月 1 日（火）
会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター
参加費：参加日数により異なります WEB ページをご覧ください
問い合せ：03-3469-0217（担当：五月女）
http://www.aocc2016.camping.or.jp/japanese

【東京】

Cafe de CAMP2016 写真×自然体験
主 催：公益社団法人日本キャンプ協会
日 程：８月 27 日（土）午後予定
会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター
参加費：2,000 円
問い合せ：03-3469-0217（担当：五月女）
http://www.camping.or.jp/20160827cafe.pdf

アウトドアで、未来をつくる力を育てたい。

「ジャパン アウトドア
リーダーズ アワード、始動」
JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD 2017 は、
山や川、海、田畑、森林など多様なアウトドアフ
ィールドで、より良い未来を支える人を育てたい

【福岡】

という想いを持ち、体験を大切にした人づくりを

キャンプ実践講座 B「テント設営とロープワーク」

実践する方の功績をたたえ表彰する制度です。

主 催：福岡県キャンプ協会
日 程：９月３日（土）
会 場：北九州市立玄海青年の家
参加費：1,500 円
問い合せ：f_camping@yahoo.co.jp
http://www.camping.or.jp/20160618fukuokaBUC.pdf
【作品募集中】

入賞作品には豪華賞品

フォトコンテスト開催中！
日本キャンプ協会 50 周年記念事業として、
キャンプのフォトコンテストを開催します。
写真は、キャンプの魅力を伝えるときに、
とても効果的なツールです。それを活かして、
キャンプの楽しさや意義への理解を深め、キ
ャンプや野外活動を多くの人に広める機会に
したいと思います。
テーマ：
キャンプが人にもたらす“効果”
キャンプの“意義”
募集期間： 8 月 31 日(水)まで
詳しくは WEB サイトでご確認ください。

http://www.50th.camping.or.jp

キャンプ協会 Facebook をご覧ください
日本キャンプ協会公式 Facebook では、イベン
ト情報、50 周年関連情報、協会からのお知らせ
など、新しい情報を発信しています。
https://www.facebook.com/ncaj.sns/

エントリー受付中！
例えば下記のような方を募集しています。子ど
も対象の人間教育を登山を通して実践している
人。災害を生き抜くスキルを習得させるサバイバ
ルキャンプを実践している人など。
応募要件：締切から逆算して 1 年以上（過去にさ
かのぼるも可能）継続して活動していること。年
間の活動日数は 12 日以上（継続的な活動）であ
ること。その個人（団体）の活動を証明する一定
の要件提出（法人情報や活動報告など）が可能で
あること。宗教政治活動を除く活動であること。
応募方法：JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD 2017 Web サイトから
応募期間：2016 年 9 月 30 日（金）まで
主
催：JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD実行委員会
問い合せ：03-6407-8240
詳しくは WEB サイトでご確認ください。

http://www.jola-award.jp/guideline/
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