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『キャンプ研究 第 15巻』を発行 
PDF を WEB サイトで公開しています 

 さまざまなキャンプの実践報告や関連する話題を

掲載した『キャンプ研究第 15 巻』を発行しました。

今回は、実践報告 4 件に加え、特集「グリーフキャ

ンプ」を設けています。 

 また、より多くの方にお読

みいただけるよう、今号より

PDF を公開いたします。以下

の画像をクリックするとダウ

ンロードできます。冊子の販

売もしておりますので、ご希

望の方は日本キャンプ協会ま

でお申し込みください。 

（頒価：1,000 円 税・送料込） 

 

詳細はこちらをご覧ください 

http://www.camping.or.jp/2012/02/-15.html 
 

CONTENTS 
 

特集 グリーフキャンプ 

・子ども達の悲しみを支えるということ 

  ～グリーフキャンプの試みに向けて～ 

    坂本昭裕（筑波大学人間総合科学研究科） 

・東日本大震災の被災者を対象とする 

          グリーフキャンプの取り組み 

    日本キャンプ協会 

 

実践報告 

・キャンプ指導者を取得した教員・保育者への意識調査 

    西島大祐（鎌倉女子大学短期大学部） 

・大学生の宿泊訓練(野外活動)の現状と課題 

    仁藤喜久子（東京福祉大学） 

・カンボジアにおける青少年教育とキャンプの現状 

    川口博之（山口県キャンプ協会） 

・Hole in the Wall Camps 

   ～病児キャンプの世界的ネットワーク～ 

    テリー・ディグナン（Trinity Childcare） 

 

 

 

 

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 

 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。 
 
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 

 

Camp Meeting in Japan発表者募集 

第 16 回日本キャンプ会議実践・研究発表を募集します 

 5 月 26 日(土)に行う Camp Meeting in Japan 

2012 ～第16回日本キャンプ会議～で発表をして

くださる方を募集しています。 

 今回は重点テーマ『震災』を設け、東日本大震災

の被災者を対象としたキャンプの実践報告を特に募

集します。過去の災害時の活動についての発表も歓

迎します。 

 もちろん、震災以外のテーマでの発表も募集して

います。また、日本キャンプ協会の会員でない方に

も発表していただけます。 

 

日 程：2012 年 5 月 26 日（土） 

会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター 
 

発表申込締切：4 月 6 日(金) 
 
詳しくは募集要項をご覧ください。 

http://www.camping.or.jp/camp_meet(16).pdf 
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雪に学ぶ「スノウキャンプ」 
主 催：秋田県キャンプ協会 

日 程：2 月 18 日(土)～19 日(日) 

会 場：田沢湖スキー場 

参加費：6,000 円(予定) 

問い合せ：秋田県キャンプ協会 

tel. 0183-73-1470 

http://www.camping.or.jp/20120218akitaBUC.pdf 

 
 

キャンプワークショップ 
グリーフワークとしてキャンプができること 
主 催：大阪府キャンプ協会 

日 程：2 月 18 日(土) 

会 場：ドーンセンター 

参加費：会員 2,000 円 学生 1,000 円 一般 2,500 円 

問い合せ：大阪府キャンプ協会 

tel. 06-6561-7800 

http://www.osaka-camping.jp/event/jigyo/ws11.pdf 

 
 

アウトドアで危険予知～守ろう、自分の命～ 
主 催：東京都キャンプ協会ほか 

日 程：2 月 18 日(土) 

会 場：品川区総合体育館 

参加費：1,000 円 

問い合せ：品川区キャンプ協会 

tel. 090-7195-6064（石原） 

http://www.camping.or.jp/20120218tokyoBUC.pdf 

 
 

たんばらスノーシューハイキング 
～スノーシューで歩く、樹齢 300 年の森～ 
主 催：埼玉県キャンプ協会 

日 程：2 月 19 日(日) 

会 場：玉原スキー場周辺 

参加費：3,000 円 （学生 1,000 円） 

問い合せ：埼玉県キャンプ協会 

tel. 048-714-0508 

http://camp.s317.xrea.com/info/2011snowshoe.pdf 

 
 

九州キャンプミーティング 2012 
主 催：九州キャンプミーティング 2012実行委員会 

日 程：2 月 25 日(土) 

会 場：熊本中央 YMCA 

参加費：2500 円 （学生 1,500 円） 

問い合せ：実行委員会事務局（桑原） 

tel. 096-353-6391 

http://www.camping.or.jp/20120225kyusyublockBUC.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 
 「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 

 

3.11 メモリアル 

"きずな"ウオーク＆ラン TOKYO 
FOR THE CHILDREN 

 東日本大震災から１年、スポーツが持つ「夢、誇

り、勇気、仲間との絆」づくりをテーマに、復興へ

の思いを新たにするスポーツイベントを実施します。 

 被災地の子供たちを招待し、首都圏の参加者及び

スポーツアスリートとスポーツ教室やイベントで交

流を図ることにより、人とのきずなを深める場を提

供します。 
 
主 催：3.11 メモリアル"きずな"ウオーク＆ランＴＯＫＹＯ実行委員会 

    財団法人 日本健康スポーツ連盟 

    ウオーク日本１８００中央実行委員会 

実施日：3 月 11 日(日) 受付開始 8 時・開会式 9 時 

会 場：都立潮風公園、アクアシティお台場 
 

詳細は公式ホームページをご覧ください。 

http://kizunawalk.jp 

 

助成金情報 
 
西友／ウォルマート・ジャパン 

2012 年度 社会貢献活動助成 
国内に拠点を持つ NPO 法人、一般社団・財団法

人、公益社団・財団法人、及びそれらに類する団体

で、活動実績が３年以上の団体を対象に助成します。 
 

応募締切：3 月 15 日(木) 
 

詳細は西友ホームページをご覧ください。 

http://www.seiyu.co.jp/social/ 
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