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キャンプ研究第 20 巻
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・AOCC 開催
・会報誌「CAMPING」全号販売申込み受付中
・キャンプ研究第 20 巻投稿受付中（延長）
・キャンプディレクター1 級養成講習会
・自然系ビジネス・スタートアップセミナー
・BUC info

キャンプの実践報告や研究論文と
いった成果物を取りまとめ、キャンプ
に携わる方々に広く伝えていくため
に、毎年「キャンプ研究」を発行しています。
1997 年の創刊以来、これまでに 204 題の実践・
研究論文が掲載されました。本年も、みなさ

アジア・オセアニア・キャンプ大会開催
10 月 28 日（金）より、第 6 回アジ

まの実践報告や研究報告の投稿をお待ちしてお
ります。

ア・オセアニア・キャンプ大会が始ま

投稿原稿区分

ります。
海外より 154 名、
国内から 216

【実践報告】実際に行われたキャンプ等に関する

名の方のお申し込みを頂きました。平田オリザ氏

報告。目的・対象・プログラム・指導体制等の概

の記念講演をはじめ、基調講演（3 題）
、研究発表

要や新たな取り組みや課題等が整理されたもの。

（13 題）
、実践報告（18 題）
、ワークショップ（18

適宜体裁の確認を行ない、基本的に全て掲載でき

題）、パーティー（３回）
、集いの時間（都道府県

るようにします。
（A4 用紙８頁以内）

キャンプ協会）などが催されます。
（大会参加申
込みは締切ました）

【研究論文】キャンプや野外活動あるいは自然体

主

催：公益社団法人日本キャンプ協会 他

験活動において新たな知見をもたらすもの。査読

日

程：10 月 2８日（金）～11 月 1 日（火）

を行い、論文としての内容や体裁を整えるお手伝

会

場：国立オリンピック記念青少年総合センター

いをします。
（A4 用紙 12 頁以内 査読有）

※本事業は BUC 事業です
http://www.aocc2016.camping.or.jp/japanese/

会報誌「CAMPING」全号販売

投稿料：5,000 円（税込）
投稿締切：11 月 4 日（金）※延長しました
問い合せ：03-3469-0217（担当：林）

「CAMPING 全号」を販売します。初め

キャンプディレクター1 級養成講習会

て会報誌が発行されたのは 1978 年。以

キャンプディレクター１級では、キ

来、リニューアルを行ないながら、継続

ャンプを統括する責任者として必要

して「CAMPING」を発行し続けてきました。そ

なことがらを学びます。キャンプのマネジメント、

の時代ごとのトレンドが分かり、貴重な資料でも

スタッフへのスーパーバイズ、施設の管理運営な

あります。設立 50 周年を機に、これまでの

どの役割を果たせるだけでなく、地域社会のなか

CAMPING をまとめてファイリングしました。懐

でさまざまな団体・機関と連携してイベント等を

かしの CAMPING を手元に残しておきたい、研

企画・調整できる能力を身につけます。みなさま

究資料として保管しておきたいなど、ご購入され

のお申し込みをお待ちしています。

たい方は日本キャンプ協会までご連絡ください。

開

催：公益社団法人日本キャンプ協会

内

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

容：会報誌「CAMPING 全号」

※1 号から 173 号まで

価格 3,000 円（税込送料込）

購入申込み期限：11 月 4 日（金）

受講料：40,000 円（税込）

発送予定日：11 月末

問い合せ：03-3469-0217（担当：林）

問い合せ：aocc2016@camping.or.jp

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

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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安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター

自然系ビジネス・スタートアップセミナー
自然の中で、あるいは自然を使ってソフト事

【福岡】2016 福岡県キャンプ協会 in 田主丸

業を展開している事業所で勤務している方（自

主

催：福岡県キャンプ協会

然体験、地域おこし、自然学校、環境教育、山

日

程：11 月 19 日（土）～20 日（日）

岳ガイド、森のようちえん、グリーンツーリズ

会

場：ふれあいの北地区後

ム、エコツーリズムなど）を対象とした研修会

参加費：3,500 円（大人）2,000 円（高校生以下）

を実施いたします。組織に入って 3～5 年、仕事

問合せ：f_camping@yahoo.co.jp

も一通り分かるようになって、そろそろ次のス

http://www.camping.or.jp/20161119fukuokaBUC.pdf

テップに進みたいと思っている皆さん。3 つとも
独立したセミナーなので、どれか一つでも心が

【岡山】岡山県キャンプ協会の 20 周年を語る会

動いたら、それが新しいチャレンジのスター

主

催：岡山県キャンプ協会

ト！お待ちしております！

日

程：11 月 26 日（土）

[セミナー1]

会

場：国立吉備青少年自然の家

「ビジョンを実現するマーケティング戦略案を作るワークショップ」

参加費：1,000 円

～顧客からもスタッフからも愛され必要とされる企業になるには～

問合せ：okayama@camping.or.jp

日程：2016 年 11 月 17 日（木）13 時～18 日（金）15 時

http://www.camping.or.jp/20161126okayamaBUC.pdf

フォローアップ研修
日程：2017 年 2 月 28 日（火）13 時～17 時
講師：タジマ タケシ 氏（home 代表）
[セミナー2]
「ファシリテーションスキルを磨く！」
日程：2016 年 12 月 5 日（月）13 時～6 日（火）15 時
講師：中西 紹一 氏
（有限会社プラス・サーキュレーション・ジャパン代表、
立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科特任准教授）
[セミナー3]
「業務効率！劇的ビフォー・アフター！」
～IT ツールの導入で、いつもの作業がこれだけラクに！！～
日程：2017 年 1 月 30 日（月）13 時～31 日（火）15 時
講師：小堀 悠 氏（NPO サポートセンター 事務局長）
■参加費：各回 10,000 円＋宿泊食事代（1 泊 3 食 3,000 円）
■会場：安藤百福センター（長野県小諸市）
※セミナー1 のフォローアップセミナー会場はオリンピックセンター（東京）
参加費別途 5,000 円
主 催：安藤百福センター
問い合せ：0267-24-0825（小島）
http://ur0.work/yu6R

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/

【兵庫】キャンプで役立つ「明日から使える面白小ネタ」

＆「天候予測とリスク回避術」
主

催：兵庫県キャンプ協会

日

程：11 月 27 日（日）

会

場：神戸市青少年会館 5 階レクホール

参加費：1,000 円
問合せ：hyogo@camping.or.jp
http://www.camping.or.jp/20161127hyogoBUC.pdf

【徳島】キャンプワークショップ徳島 2016

（キャンプの現場共有セミナー）
主

催：徳島県キャンプ協会

日

程：12 月 17 日（土）～18 日（日）

会

場：自然体験農園

参加費：5,000 円（一般）4,000 円（学生）
問合せ：0884-24-9201
http://www.camping.or.jp/20161217tokushimaBUC.pdf
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