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2013 会員証デザインコンテスト 
～作品募集中 9月 3日(月)締め切り～  

 

現在、2013 年度会員証に使用するデザインを募

集しています。ご応募をお待ちしています。 

 
デザイン要件 

・ 日本キャンプ協会と会員をつなぐツールとして、

さわやかな印象を与えるもの 

・ サイズは横 86ｍｍ×縦 54ｍｍ（角丸仕上げ） 

・ 協会イメージマークをレイアウトのことー 縦横

比(1:1.15)を変えないこと 

・ 「2013」「Membership Card」「会員証」の文

字を入れること 

・ 右下部に「会員番号」「資格名称」「氏名」が入る

欄が設けられるので、支障のないようにデザイン

すること 
 

詳細はこちらをご覧ください 

http://www.camping.or.jp/memberscard2013.pdf 
 
副賞：入賞者には、副賞としてアウトドア用品を贈

呈します。 
 
締切：9月 3日(月) 
 
※ 入賞作品の著作権は公益社団法人日本キャンプ協会に帰属し

ます。 

 

2013 ACA National Conference 
 
 アメリカキャンプ協会（ American Camp 

Association）の年次大会が、2013年 2月にテキ

サス州ダラスで行われます。すでに発表者の受付お

よび大会参加受付が始まっています。キャンプの最

新トレンドを知る絶好の機会ですので、ぜひご参加

ください。 

 

日 程：2013年 2月 12日(火)～15日(金) 

会 場：ハイアットリージェンシー・ダラス 

（テキサス州ダラス） 

大会ホームページ 

http://www.acacamps.org/conference 

 

・ 発表申込みの締め切りは 9月 17日(月)です。(発表で

きるのはACA会員のみです) 

・ 参加費にはACA会員割引や学生割引、早期申込み割

引(～12/17)などさまざまな設定があります。詳しく

は参加費一覧をご覧ください。 

・ 大会前には、周辺のキャンプ場などを訪ねる国際キャ

ンプ連盟(ICF)主催のツアーもあります。（参加費＄150） 

・ 大会に関するQ&Aはこちら （大会 HP参照） 

 

参加費一覧（別途宿泊費が必要です） 

種別 12/17まで 12/18以降 

ACA会員 ＄475 ＄525 

ACA会員(学生) ＄0 ＄0 

非ACA会員 ＄700 ＄750 

非ACA会員(学生) ＄215 ＄265 
 

 ACA 会員には会費相当の割引がありますので、

会員になることをお勧めします。申込みはアメリ

カキャンプ協会WEBサイトから可能です。 

 同団体から複数参加する場合は、2人目から割引

があります。 

 無料参加の学生への食事提供はありません。(別途、

食事チケットの購入は可能です) 

 

ご不明の点がありましたら、遠慮なく日本キャンプ

協会(金山)までお問い合わせください。  

http://www.camping.or.jp/memberscard2013.pdf
http://www.camping.or.jp/memberscard2013.pdf
http://www.acacamps.org/conference
http://www.acacamps.org/sites/default/files/images/conference/2013_ACA_NC_Dallas_FAQ.pdf
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イベント情報   
 

囲炉裏 de BUC 
主 催：はつかいちキャンプ協会(広島) 

日 程：9月 15日(土) 

締 切：9月 10日(月) 

会 場：もみのき森林公園⺠俗資料館（廿日市市） 

参加費：1,500円 

問い合せ：はつかいちキャンプ協会 

tel. 080-5611-3824 

http://www.camping.or.jp/120915Hiroshima

BUC.pdf 
 
 

 

初心に返って「キャンプ指導技術」を学びませんか？ 

キャンプ技術“まねび”キャンプ 
主 催：秋田県キャンプ協会 

日 程：9月 16日(日)～17日(月) 

締 切：9月 12日(水) 

会 場：保呂羽山少年自然の家キャンプ場 (横手市) 

参加費：4,000円 

問い合せ：秋田県キャンプ協会（次田） 

E-mail：akita@camping.or.jp 
http://www.camping.or.jp/12091617AkitaB
UC.pdf 
 
 

 

海に親しみチャレンジする 

いえしま 海物語 
主 催：兵庫県キャンプ協会 

日 程：9月 22日(土)～23日(日) 

締 切：9月 14日(金) 

会 場：いえしま自然体験センター（姫路市） 

定 員：20名程度 

参加費：会員 12,000円 小学生 10,000円 

問い合せ：兵庫県キャンプ協会 

tel. 078-333-7677 

http://hyogo.camping.or.jp/ 
 
 

 

東京キャンプフェスティバル２０１２ 
主 催：東京都キャンプ協会 

日 程：9月 29日(土)～30(日) 

締 切：9月 14日(金) 

会 場：おにし青少年野外活動センター（藤岡市） 

参加費：東京都キャンプ協会会員 10,000円 

    一般 12,000円 子ども 7,000円 

問い合せ：東京都キャンプフェスティバル事務局 

    Tel. 03-3204-8098 

http://www.camp-tokyo.org/event/tcf/ 
 
 
 

 

あいちキャンプフェスティバル２０１２ 
主 催：愛知県キャンプ協会 

日 程：9月 30(日) 

締 切：9月 24日(月) 

会 場：美浜少年自然の家（美浜町） 

参加費：大人 1,500円 子ども 1,000円 

※別途材料費の必要な活動あり 

問い合せ：愛知県キャンプ協会 

    Tel. 0562-46-1317 

http://www5a.biglobe.ne.jp/~aca/ 
  

 

明日に役立つキャンプ講座 

キャンプ白熱教室 
主 催：兵庫県キャンプ協会 

日 程：9月 30日(日) 

締 切：9月 20日(木) 

会 場：神戸市青少年会館（神戸市中央区） 

定 員：30名 

参加費：会員 1,500円 一般 2,000円 

問い合せ：兵庫県キャンプ協会 

tel. 078-333-7677 

http://hyogo.camping.or.jp/ 

 
助成情報  
子どもたちの“こころを育む活動”募集 
こころを育む総合フォーラム 

 「こころを育む総合フォーラム」全国運動事務局

では、未来を担う子どもたちの“こころを育む活動”

に献身、努力されている個人、団体の活動事例を募

集しています。全国を６ブロックに分けて審査を行

い、「全国大賞」「ブロック大賞」「個人賞」「奨励賞(個

人・団体)」を表彰します。 
 

応募方法：WEB フォームによる申請 

www.kokoro-forum.jp 

応募締切：9月 28日(金)午後 5時 

問合せ先：「こころを育む総合フォーラム」事務局 

Tel. 03-5521-6100 Fax. 03-5521-6200 
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