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キャンプの安全標語 募集中！！ 
～キャンプの安全について考えよう～ 

 日本キャンプ協会ではより安全で楽しいキャンプ

の普及を願い、毎年７月第３日曜日（今年は７月１

５日）をキャンプ安全の日と定めています。それに

合わせて、今年もキャンプの安全標語を募集します。 

 実体験から学んだ教訓、覚えておくと役に立つ安

全の知識など、この機会に

「キャンプの安全」につい

て考えてみませんか？みな

さんの考える「キャンプの

安全」を教えてください。 

 入賞作品には副賞もあり

ます！たくさんのご応募お

待ちしています。 

 

[選 考] 

 日本キャンプ協会で選考し、結果は８月３１日(金)

に日本キャンプ協会ホームページにて発表します。

(入賞者にはこちらより連絡いたします) 

 最優秀作品、優秀作品を選考し、最優秀・優秀作

品には副賞(アウトドア用品)を贈呈します。なお、最

優秀作品は平成２５年度の会員証に掲載します。 

 
※ 入賞作品の著作権は日本キャンプ協会に帰属し、日本キャン

プ協会の作成する発行物等あるいは関連団体と実施するキャ

ンペーンで使用されることがあります。 

 

応募締切 ： ８月１０日（金）必着 

 

WEB 応募フォームはこちら 
 
 

SAFETY OUTDOOR 運動 
野外活動における安全のチラシを

ダウンロードできます。 
 

ダウンロードはこちら（PDF 1MB） 

   

 
イベント情報   

 

海の自然体験活動リーダー養成講座 
主 催：(NPO)東京都キャンプ協会ほか 

日 程：6月 30日(土)～7月 1日(日) 

会 場：三浦ふれあいの村（神奈川県三浦市）ほか 

参加費：8,000円(ウェットスーツレンタル 2,000円) 

問い合せ：野外教育事業所 ワンパク大学 

tel. 03-3204-8098 

http://www3.ocn.ne.jp/~wanpaku/kintarou
genkou/2012/2012umisidou.pdf 
 

 

日本人が忘れかけているもの… 
～本当の幸せって～ 
主 催：福岡県キャンプ協会 

日 程：6月 30日(土) 

締 切：6月 25日(月) 

会 場：福岡大学第二記念会堂（福岡市南区） 

参加費：会員 1,000 円・学生 500円 

問い合せ：福岡大学スポーツ科学部・築山まで 

E-mail：tsukiyama-event@mail.goo.ne.jp 

http://www.camping.or.jp/20120630fukuokaBUC.pdf 

 
 

事業スタッフ・講師養成セミナー 
主 催：岐阜県キャンプ協会 

日 程：6月 30日(土)～7月 1日(日) 

締 切：6月 23日(土) 

会 場：大垣市野外活動センター（岐阜県大垣市） 

参加費：1,500円 

問い合せ：岐阜県キャンプ協会（松岡） 

tel. 0584-27-2836 

http://www.camping.or.jp/20120630gifuBUC.pdf 

 
 

夏の自然学校～キャンプ料理！1・2・3～ 
主 催：長崎県キャンプ協会ほか 

日 程：7月 7日(土)～8日(日) 

締 切：6月 27日(水) 

会 場：長崎県立西彼青年の家（長崎県西海市） 

参加費：大人 2,000 円・小中学生 1,800円 

問い合せ：長崎県立西彼青年の家 

tel. 0959-32-1337 

http://www9.ocn.ne.jp/~nishi-ie/event/event007.html 

 
 

https://docs.google.com/a/camping.or.jp/spreadsheet/viewform?formkey=dHpJdWkxYUpZeVFNWnRzZmNpcUkwUlE6MQ
http://safetyoutdoor.niye.go.jp/wp-content/uploads/chirashi.pdf
http://www3.ocn.ne.jp/~wanpaku/kintarougenkou/2012/2012umisidou.pdf
http://www3.ocn.ne.jp/~wanpaku/kintarougenkou/2012/2012umisidou.pdf
http://www.camping.or.jp/20120630fukuokaBUC.pdf
http://www9.ocn.ne.jp/~nishi-ie/event/event007.html


NCAJ CAMPING News vol.53   06/22/2012   2/2 

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 

 

真夏の夜のダッチオーブン 
主 催：青森県キャンプ協会 

日 程：7月 15日(日) 

締 切：7月 10日(火) 

会 場：岩木青少年スポーツセンター（青森県弘前市） 

参加費：2,500円 

問い合せ：青森県キャンプ協会（石川） 

tel. 090-3126-5149 

http://www.camping.or.jp/20120715aomoriBUC.pdf 

 
アウトワード・バウンド・兵庫 3 日間 
主 催：(財)アウトワード・バウンド協会 

日 程：7月 6日(金)～7月 8日(日) 

会 場：OBJ関西校周辺（兵庫県香美町） 

参加費：50,000円 

問い合せ：アウトワード・バウンド長野校 

tel. 025-557-2211 

http://www.obs-japan.org/20120706ob16-39/ 

 
東京 YWCA 野尻キャンプ 80周年記念 

W・メレル・ヴォリーズの流れをくむ 
建築を訪ねて in 長野県信濃町 
主 催：(公財)東京YWCA 

日 程：7月 7日(土)～7月 8日(日) 

会 場：東京YWCA野尻キャンプ周辺（長野県信濃町） 

参加費：18,000円（別途日帰りプランあり） 

問い合せ：東京 YWCA 青少年育成事業部 

tel. 03-3293-5466 

http://www.tokyo.ywca.or.jp/article/article.cgi?kid=1307 

 
 
求人情報  
埼玉県青少年総合野外活動センター 
短期パート職員募集 
(株)小学館集英社プロダクション 

 埼玉県青少年総合野外活動センターでは、短期パ

ート職員 1名を募集します。「自然」と「人」が好き

なスタッフと一緒に働きませんか。 

 

対 象：22歳以上・高卒以上・普通運転免許 

    パソコンが使えること 

期 間：2012年 6月～11月 
勤務地：埼玉県青少年総合野外活動センター 

（埼玉県秩父市） 

待 遇：時給 950円（交通費・宿直手当別途） 

応 募：電話で問合せの上、履歴書を送付 

連絡先：0494-24-1463（担当：所長 廣川） 
 

詳細はこちら http://yakatu.shopro.co.jp/ 

 

 

体験の風をおこそう運動推進月間 
 
 青少年の体験活動を推進する団体によって進めら

れている「体験の風をおこそう」運動（事務局：国

立青少年教育振興機構 総務企画課）は、10月を推

進月間と定めて、子どものための体験活動に関する

さまざまな事業を実施します。特に 10月 27日(土)

を事業統一実施日として、全国各地で子どものため

の体験活動のイベント実施を呼びかけています。 

 この期間に体験活動のイベントを計画されている

団体などがありましたら、ぜひエントリーをお願い

します。 

 

１．推進月間事業 
子ども体験遊びリンピックへのエントリー 

 推進月間中に各団体で実施する事業をエントリー

してください。また、その事業内で「子ども体験遊

びリンピック」（競技性のある体験活動のプログラム）

を実施する場合、エントリーを刷ることで、「のぼり

旗」「メダル・賞状 3 セット」「シール」の提供を受

けることができます。 

 「子ども体験遊びリンピック」へのエントリー締

切は 10月 20日です。 

 詳しくは以下ページから、それぞれの実施要項を

ご覧ください。 

 

「体験の風をおこそう」運動 WEB サイト 

http://www.niye.go.jp/taikennokaze/ 

 

２．「子どもゆめ基金」助成 
 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(平成 24 年度中)に実施する子どもを対象に行う

活動に対し、助成活動の二次募集を行います。 

 

締 切：6月 29日(金)当日消印有効 
 

詳しくはこちらをご覧ください 

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

umei.pdf 
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