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Gift for the Next 100 Years グリーフキャンプ・フォーラム 

楽しむ場所、悲しむ場所としてのキャンプ 

グリーフワークとしてのキャンプの可能性を考えるグリーフワークとしてのキャンプの可能性を考えるグリーフワークとしてのキャンプの可能性を考えるグリーフワークとしてのキャンプの可能性を考える    

 「グリーフ（Grief）」とは、悲嘆、つまり悲しみ

嘆くことを意味する言葉です。そして、大切な人や

ものを失い、悲しみ嘆いている状態から立ち上がり、

抜け出す過程をグリーフワークといいます。このグ

リーフワークを支援する目的で行われるキャンプが

「グリーフキャンプ」です。 

 本フォーラムでは、Hole in the Wall Camps（重

い病気の子どもたちを対象としたキャンプ）のアド

バイザーを務めるテリー・ディグナン氏をお迎えし、

病気で子どもを失った家族のためのプログラムやロ

シアの北オセチア共和国で発生したベスラン学校占

拠事件の被害児童を対象としたグリーフキャンプに

ついてご紹介いただくとともに、対談形式でお話を

うかがい、日本におけるグリーフキャンプをどのよ

うに進めるかを考えます。また、本プロジェクトの

概要や 25 年の歴史を持つグリーフキャンプ、El 

Tesoro de la Vida の様子もご紹介します。 

 

主 催：日本キャンプ協会・日本 YMCA 同盟 

朝日新聞厚生文化事業団 

日 程：2 月 11 日(土) 10:30～16:00 

会 場：東京 YMCA 社会体育・保育専門学校 

参加費：会員(NCAJ・YMCA) 1,500 円 

    学生 500 円  一般 2,000 円 

 

開催要項はこちら（PDF 3.2MB） 

http://camping.or.jp/0211Grief_Camp_Forum.pdf 

 

お申し込みは WEB フォームから(大文字小文字を区別) 

http://goo.gl/dc6Cn 

 

 

 
九州キャンプミーティング九州キャンプミーティング九州キャンプミーティング九州キャンプミーティング 2012201220122012    

～九州のキャンプ、その独自性を探る！～～九州のキャンプ、その独自性を探る！～～九州のキャンプ、その独自性を探る！～～九州のキャンプ、その独自性を探る！～    

 

 2010 年度に引き続き、九州地区でのキャンプ指

導者の交流・成長の場を目指して、2 回目の九州キ

ャンプミーティングを開催します。キャンプの研

究・実践事例の発表、シンポジウムに講演会、そし

て懇親会まで実施します。多くのみなさんの参加を

お待ちしています。 

 

※「研究発表」「実践事例発表」の発表者も募集して

います。 

 

日 程：2012 年２月２5 日(土) 13:00～19:00 

会 場：熊本中央 YMCA 

参加費：一般 2,500 円・学生 1,500 円 

 

開催要項はこちら（PDF 0.4MB） 

http://camping.or.jp/0225kyushuBUC.pdf 

 

問い合わせ先：実行委員会 事務局 

熊本中央 YMCA 学院内（担当 桑原） 

〒860-8739 熊本市新町 1-3-8 

TEL: 096-353-6391 

 

 

早期申込み割引 12 月 15 日まで 
2012 ACA National Conference 

アメリカキャンプ協会年次大会 in アトランタ 

2012 年 2 月 21 日～24 日 

大会ホームページ 

www.acacamps.org/conference 

 

2 月 19 日・20 日には、周辺のキャンプ場などを訪問

するプレコングレスツアーもあります。（参加費＄125） 

 

ACA 会員価格、学生割引などさまざまな料金制度があ

ります。ご不明の点がありましたら、日本キャンプ協会に

お問い合わせください。 
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野外活動の安全～繰り返し学ぼう～ 

主 催：岩手県キャンプ協会 

日 程：12 月 17 日(土) 

会 場：フォルクローロいわて東和 

参加費：※宿泊をする場合は 12,000 円 

問い合せ：岩手件キャンプ協会 

tel. 019-698-4012 

http://www.camping.or.jp/iwate20111217BUC.pdf 

    

 
冬の星座観察 

主 催：京都府キャンプ協会 

日 程：1 月 14 日(土)～15 日(日) 

会 場：宇治市総合野外活動センター 

参加費：会員 3,900 円 一般 4,400 円 

問い合せ：京都府キャンプ協会 

tel. 075-255-4709 

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

MonthlyGuid/20120114bucleaflet.pdf 

    

 
キャンプ指導者のための 

フォローアップ研修会 

主 催：東京都キャンプ協会 

日 程：1 月 21 日(土) 

会 場：中野区桃園区民活動センター 

参加費：一般 1,000 円 

問い合せ：090-8516-8872（福田） 

http://camping.or.jp/120121tokyoBUC.pdf 

    

 
雪 de 遊ぼう！スノーキャンプ in 大山 

主 催：鳥取県キャンプ協会 

日 程：1 月 28 日(土)～29 日(日) 

会 場：鳥取県立大山青年の家 

参加費：会員 3,500 円 一般 4,000 円 

問い合せ：鳥取県キャンプ協会 

tel. 0858-26-9161 

http://www.camping.or.jp/20120128tottoriBUC.pdf 

    

 
指導者のための 

リスクマネジメントセミナー 

主 催：東京都キャンプ協会 

日 程：1 月 28 日(土)～29 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：5,000 円（詳細は要項参照のこと） 

問い合せ：東京都キャンプ協会 

tel. 03-3987-0474 

http://www.camping.or.jp/20120128tokyoB

UC.pdf 

 

ビッグ・アイ フォーラム 

障がい者のための 

国際野外活動フォーラム 

 

 海外の先進的な障がい者の野外での活動事例、そ

して日本での試み。人生の大きな楽しみのひとつで

ある「キャンプ」という文化を積極的に取り入れ、

自然に親しみ、より豊かな人生を送ることができる

よう障がい者とキャンプ運営者が一堂に会し、語り

合うことで交流を深め、今後のネットワークを広げ

るためのフォーラムです。 

 

日 時：2 月 16 日(木)・17 日(金) 

会 場：国際障害者交流センター（大阪府堺市） 

参加費：無料（宿泊の場合は別途宿泊費が必要） 

問い合せ：国際障害者交流センター ビッグ・アイ 

     WEB：http://www.big-i.jp/ 

     電話：072-290-0962 

 

求人情報求人情報求人情報求人情報    

 

((((独独独独))))国立青少年教育振興機構職員募集国立青少年教育振興機構職員募集国立青少年教育振興機構職員募集国立青少年教育振興機構職員募集    

 

 独立行政法人青少年教育振興機構では、平成 24

年度の職員募集を開始しました。 

 

締 切：平成 24 年 1 月 13 日(金)必着 

 

詳細は機構 WEB サイトでご確認ください。 

http://www.niye.go.jp/about/announcement/recruit.html 

 

問い合わせ先 

国立青少年教育振興機構管理部人事課人事企画係 

TEL:03-6407-7642 (平日 9:00～17:45) 

E-mail：honbu-jinjikikaku@niye.go.jp 

 

埼玉県青少年総合野外活動センター職員募集埼玉県青少年総合野外活動センター職員募集埼玉県青少年総合野外活動センター職員募集埼玉県青少年総合野外活動センター職員募集    

㈱小学館集英社プロダクション㈱小学館集英社プロダクション㈱小学館集英社プロダクション㈱小学館集英社プロダクション    

 

詳細は施設 WEB サイトでご確認ください。 

http://yakatu.shopro.co.jp/ 

 

問い合わせ先 

埼玉県青少年総合野外活動センター 

TEL：0494-24-1463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年内の CAMPING News の発行はこれで終わりです。 

次回は 1 月 13 日(金)の発行予定です。 
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