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｢夢のキャンプ｣｢キャンプの夢｣を｢夢のキャンプ｣｢キャンプの夢｣を｢夢のキャンプ｣｢キャンプの夢｣を｢夢のキャンプ｣｢キャンプの夢｣を    

聞かせてください聞かせてください聞かせてください聞かせてください    

 日本キャンプ協会会報誌「CAMPING」145 号

（2012 年 2 月発行）の特集テーマは「夢」です。 

そこで、みなさんの「夢のキャンプ」「キャンプの夢」

を聞かせてください。 

「夢のキャンプ」は「こんなキャンプができたら

いいなぁ」というもの。今、実際に行っているキャ

ンプの最終目標となるキャンプでも、実現はとても

難しそうな荒唐無稽なシチュエーションでのキャン

プでもかまいません。「キャンプの夢」は「キャンプ

を通じて、こんな社会を作っていきたい」といった、

キャンプをきっかけとした夢です。 

 ご投稿いただいた中から 20点程度をCAMPING

の編集委員会で選び、掲載の予定です。どんな「夢」

でもかまいません。以下のフォームよりお送りくだ

さい。よろしくお願いいたします。 

 

http://goo.gl/s3V1q 

 

募集期間：2011 年 10 月 7 日～11 月 25 日 

※掲載時、誌面にあわせて編集させていただく場合があります。 

※掲載させていただいた方には、粗品を進呈します。 

 

 

受講生募集中受講生募集中受講生募集中受講生募集中    

キャンプディレクター養成講習会キャンプディレクター養成講習会キャンプディレクター養成講習会キャンプディレクター養成講習会    

キャンプディレクター２級プログラムディレクター(PD) 

日程 会場 締切 

11/18-20 埼玉県立名栗げんきプラザ(飯能市) 10/28 

1/20-22 大阪府立少年自然の家(貝塚市) 12/22 

キャンプディレクター２級マネジメントディレクター(MD) 

日程 会場 締切 

1/21-22 大阪府立少年自然の家(貝塚市) 12/22 

2/18-19 国立青少年総合センター(渋谷区) 1/27 

 

開催要項 

www.camping.or.jp/2011CD.pdf 

 

    

イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報    

 

    

里美収穫祭 

主 催：茨城県キャンプ協会 

日 程：11 月 13 日(日) 

会 場：茨城県立里美野外活動センター 

参加費：3,000 円（有資格会員は 1,000 円） 

問い合せ：茨城県キャンプ協会 

tel. 029-226-0206 

www.camping.or.jp/20111113ibarakiBUC.pdf 

 

    

東京キャンピングセミナー第 3 回 

主 催：東京都キャンプ協会 

日 程：11 月 13 日(日) 

会 場：江東区立若洲公園キャンプ場 

参加費：5,000 円 

問い合せ：東京都キャンプ協会 

tel. 03-3987-0474 

www.camp-tokyo.org/information/2011/10/11-12bu

c.html 

 

    

リスクマネジメント講習会 

主 催：京都府キャンプ協会 

日 程：11 月 13 日(日) 

会 場：京都 YMCA 

参加費：1,200 円（会員は 1,000 円） 

問い合せ：京都府キャンプ協会 

tel. 075-255-4709 

http://homepage3.nifty.com/kyoto-camping/MonthlyGui

d/111113BUC.pdf 

 

    

滋賀県キャンプ協会 25 周年記念事業 

キャンプばんざい！家族と共に野外で暮らそう！！ 

主 催：滋賀県キャンプ協会 

日 程：11 月 20 日(日) 

会 場：滋賀県希望が丘文化公園野外活動センター 

参加費：1,000 円 

問い合せ：滋賀県キャンプ協会 

tel. 077-586-1100 

www.camping.or.jp/20111120shigaBUC.pdf 
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ステップアップセミナー キャンプマネジメントの実際 

主 催：広島県キャンプ協会 

日 程：11 月 26 日(土) 

会 場：広島 YMCA ホール会議室 

参加費：２,000 円 

問い合せ：広島県キャンプ協会 

tel. 050-3156-0899 

www.camping.or.jp/111126hiroshimaBUC.pdf 

 

    

エコキャンプみちのく感謝祭 2011 

ダッチオーブン料理 

主 催：宮城県キャンプ協会 

日 程：11 月 26 日(土) 

会 場：エコキャンプみちのく 

参加費：1,500 円 

問い合せ：宮城県キャンプ協会 

www.camping.or.jp/miyagi20111126BUC.pdf 

 

    

大阪府キャンプ協会 20 周年記念事業・式典 

リレースピーチ 大阪のキャンプ さらなる躍進 

主 催：大阪府キャンプ協会 

日 程：11 月 27 日(日) 

会 場：六甲山 YMCA 

参加費：2,000 円 

問い合せ：大阪府キャンプ協会 

tel. 06-6561-7800 

www.osaka-camping.jp/information/jigyo-pdf/kin

enjigyou11.pdf 

 

助成金情助成金情助成金情助成金情報報報報    

平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    子どもゆめ基金助成金子どもゆめ基金助成金子どもゆめ基金助成金子どもゆめ基金助成金 

募集締切：12 月 5 日(月)・当日消印有効 

 

対象事業 

子どもの健全な育成を図ることを目的に、平成 24 年 4 月 1 日

から平成 25 年 3 月 31 日までの間に行われる活動。 

・キャンプや自然観察などの自然体験活動 

・科学実験教室などの科学体験活動 

・高齢者介護体験などの社会奉仕体験活動 

・農業・漁業などの地場産業の体験や商業体験 

・異世代・異文化・地域間等の交流を目的とした活動 など 

 

助成金額 

活動規模活動規模活動規模活動規模 標準額（目安）標準額（目安）標準額（目安）標準額（目安） 限度額限度額限度額限度額

市区町村規模 50万円 100万円

都道府県規模 100万円 200万円

全国規模 300万円 600万円
 

 

募集案内・申請様式のダウンロードはこちら 

http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/ 

2012 ACA National Conference 
アメリカキャンプ協会年次大会 in アトランタ 

 

 毎年2月に行われるアメリカキャンプ協会の年次

大会が、2 月 21 日(火)～24 日(金)の日程で、ジョ

ージア州アトランタを会場に行われます。 

 自然体験活動の必要性を説く「あなたの子どもに

は自然が足りない」の著者リチャード・ルーブ氏の

基調講演をはじめ、100 以上の分科会、多数のブー

スが並ぶ見本市など、アメリカのキャンプを知る絶

好の機会です。 

 また、国外参加者には、キャンプ場訪問ツアーや

アメリカキャンプ協会会長主催のレセプションなど

も用意されており、アメリカのみならず世界中のキ

ャンプ関係者と知り合うことができます。 

 

大会ホームページ 

www.acacamps.org/conference 

 

参加費（12/16～はプラス 50 米ドル）※宿泊費別途 

 

・個人会員 ＄475 

※別途会費＄200 が必要ですが、非会員の参加費より安く 

なりますので、入会をお勧めします。 

※同じ団体から複数人数参加する場合は、割引があります。 

 

・学生会員 ＄０ 

※別途会費＄35 が必要です。 

※食事付きイベントなど一部のチケットが含まれません。 

※フルタイムの学生が対象です。 

 

・学生非会員 ＄215 

※フルタイムの学生が対象です。 

 

ICF プレコングレスツアー（2/19-20） 

 参加費：＄125(キャンプ場訪問と昼夕食を含む) 

 

参加される方はアメリカキャンプ協会の会員になる

ことをお勧めします。詳しくは WEB で。 

www.acacamps.org/membership 
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