
NCAJ CAMPING News vol.51   05/11/2012   1/2 

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 

 

 
ワークショップ Jorgi, the Camp! 
Camp Meeting in Japan 2012 
寄付金控除について 
イベント情報 
助成金情報 
 

 

Gift for the Next 100 Years キャンプワークショップ 
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楽しいキャンプとキャンプリーダーの役割 

 

 「楽しいキャン

プ」は、ただ単に

楽しいアクティビ

ティを組み合わせ

るだけでは実現で

きません。キャン

パー同士の関わり

合いによって、 

楽しさの質は大きく変わるものです。そこで重要に

なってくるのが、キャンパーとともに活動を行うキ

ャンプリーダーの役割です。 

 本ワークショップでは、カナダで長年にわたって

キャンプに携わってきた John Jorgenson さんに、

楽しいアイスブレイクのアクティビティを交えなが

ら、キャンプリーダーの役割についてお話をうかが

います。         （日本語通訳あり） 

 
日 程：5月 17日(木) 午後 6時-8時 
 
会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

センター棟 402（東京都渋谷区） 
 
参加費：1,500円（日本キャンプ協会・ICF・AOCF 会員） 

2,000円（一般） 500円（学生）  
 
主 催：公益社団法人日本キャンプ協会 

ICF Friends in Japan 
 
開催要項はこちら 
www.camping.or.jp/120517jorgithecamp.pdf 
 

申込みWeb フォーム 

http://goo.gl/IFXRO 
 

 
 

 

Camp Meeting in Japan 2012 
第１６回日本キャンプ会議 

今年の Camp Meeting in Japanは『震災』を重

点テーマとし、いま、私たちにできることを考える

機会にしたいと思います。 

また、今回は特別講演「グリーフキャンプにでき

ること」（講師：西田正弘さん てとてとてとて代表）

を設けています。本プロジェクトのグリーフケアに

関するスーパーバイザーの西田さんに台湾でのキャ

ンプの様子も交えてお話しいただき、グリーフキャ

ンプの可能性を考える機会としたいと考えています。 

 

日 程：2012年 5月 26日（土）13:00～ 

会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

    （東京都渋谷区・小田急参宮橋駅より 7分） 

参加費：2,500円（会員・学生） 

    3,000円（一般） 

    3,000円（当日受付） 

※参加費には抄録集（1冊）が含まれています。 
 

詳しくは要項をご覧ください。 

www.camping.or.jp/camp_meet(16).pdf 

発表題目・スケジュールはこちら 

www.camping.or.jp/campmeetingSCHEDULE.pdf 

 

 

公益社団法人日本キャンプ協会への寄付は 
寄付金控除の対象となります 
 公益社団法人への移行に伴い、4 月 1 日以降の日

本キャンプ協会に対する寄付は、寄付金控除の対象

となります。東日本大震災で被災された方々のため

のグリーフキャンプをはじめとする社会貢献のキャ

ンプの実施・普及のために、ご協力いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 

郵便局の振替口座は以下の通りです。 

口座番号：00120-7-66441 

加入者名：(社)日本キャンプ協会 

※郵便局に備え付けの払い込み票をお使いください。 

 

控除を受けるためには確定申告が必要です 
 この制度で控除を受けるためには確定申告が必要です。

寄付をするときにお名前とご住所をお知らせいただいた

方には、手続きに必要な書類をお送りいたしますので、各

自で確定申告をしてください。 

 詳しくは、国税庁の WEB サイトをご覧ください。 

 

http://www.camping.or.jp/120517jorgithecamp.pdf
http://goo.gl/IFXRO
http://www.camping.or.jp/camp_meet(16).pdf
http://www.camping.or.jp/campmeetingSCHEDULE.pdf
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救急法講習会 

MFA®ベーシックプラス・コース 
主 催：広島県キャンプ協会 

日 程：6月 2日(土) 

会 場：竹屋公民館（広島市中区） 

参加費：13,000円（会員・新規）※他料金あり 

問い合せ：広島県キャンプ協会 

tel. 080-5611-3824 

www.camping.or.jp/20120602hiroshimaBUC.pdf 
 

 

太陽の丘で『山菜パーティ』 
主 催：茨城県キャンプ協会（県北ブロック） 

日 程：6月 2日(土)～3日(日) 

会 場：太陽の丘（栃木県塩原） 

参加費：800円(会員) 1,000円(一般) 

問い合せ：栃木県キャンプ協会 

tel. 090-5401-3392(高橋) 

www.camping.or.jp/20120602tochigiBUC.pdf 
 

 

キャンプで夜空を見上げるために 
主 催：鳥取県キャンプ協会 

日 程：6月 3日(日) 

会 場：鳥取短期大学（鳥取県倉吉市） 

参加費：1,000円（会員） 

問い合せ：鳥取県キャンプ協会 

tel. 0858-26-9161（平日・昼間のみ） 

www.camping.or.jp/entry/files/1336526648.pdf 
 

 

第 1回キャンプサロン 

キャンプの可能性を探る 
主 催：大阪府キャンプ協会 

日 程：6月 9日(土) 

会 場：ドーンセンター（大阪市中央区） 

参加費：1,000円 

問い合せ：大阪府キャンプ協会 

tel. 06-6561-7800 

www.camping.or.jp/20120609osakaBUC.pdf 
 

 

記念講演会 

自然とともにある生活 
～海外でのキャンプをとおして～ 

主 催：広島県キャンプ協会 

日 程：6月 10日(日) 

会 場：広島ＹＭＣＡ（広島市中区） 

参加費：1,000円 

問い合せ：広島県キャンプ協会 

tel. 082-241-1559 

www.camping.or.jp/20120610hiroshimaBUC.pdf 
 

国際自然大学校 30周年記念事業 
日中国交正常化 40周年記念事業 

内モンゴルアドベンチャーキャンプ 
 雄大な草原での乗馬体験、地元の子どもたちとの

交流、パオでの宿泊体験など、異文化を体感できる

キャンプです。 

 また、世界遺産

の万里の長城見学

や、生存島での中

国版アドベンチャ

ープログラムにチ

ャレンジするなど、

魅力満載です。 

 

主 催：NPO国際自然大学校 

日 程：8月 20日(月)～25日(土) 

場 所：内モンゴル自治区/北京（中華人民共和国） 

参加費：147,000円 

対 象：小学校 3年生以上 30名 ※家族も参加可 

問合せ：03-3489-6320 

http://www.nots.gr.jp/ 

 

 
助成金情報 
「体験の風をおこそう」運動を 

推進する助成活動二次募集 
子どもゆめ基金では、「体験の風をおこそう」運動

をより推進するため、その推進月間である 10 月以

降に実施する活動に対し、助成活動の二次募集を行

います。 

 

受付期間：6月 1日(金)～29日(金) 

助成対象：平成 24年 10月～25年 3月の事業 

市区町村規模の子どもを対象とした活動 

助成内容：上限額３０万円 

 

詳細・応募方法はこちら 

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

 

体験の風をおこそう運動についてはこちら 

www.niye.go.jp/services/taikennokaze/index.html 
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