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あつまれ！秋のキッズフェスタ 

体験の風をおこそうフォーラム 
 
 10月 27日(土)、国立オリンピック記念青少年総

合センターで、「第 3回あつまれ！秋のキッズフェス

タ」と「体験の風をおこそうフォーラム」の 2 つの

イベントが開催されます。 

 秋のキッズフェスタ（参加申込み不要）では、キ

ャンプクラフト（協力：東京都キャンプ協会）、アウ

トドアチャレンジ野外力検定（協力：千葉県キャン

プ協会）をはじめ、親子連れで楽しめるたくさんの

体験活動のブースが

並びます。興味のあ

るプログラムを選ん

で、自由に参加する

ことができます。 

 一方、体験の風を

おこそうフォーラム

（参加申込み必要）

では、元 TBS記者で

京都造形芸術大学教

授の秋山豊寛さんの

講演『感性を豊かに

する実践』が行われ

ます。 

 

要項と問い合わせ先 

あつまれ！秋のキッズフェスタ 

http://nyc.niye.go.jp/pdf/akikids.pdf 

国立青少年教育振興機構教育事業部企画推進課 

Tel.03-6407-7716 
 

体験の風をおこそうフォーラム 

http://www.niye.go.jp/files/1053/928390949.pdf 

国立青少年教育振興機構調整室 

Tel.03-6407-7621 

 

 

採用情報 
事務局スタッフ(契約職員)募集 

(公社)日本キャンプ協会 
 
 日本キャンプ協会では、事務局スタッフを募集し

ています。 

 

◆雇用形態：契約職員 

◆契約期間：2013年 1月～ 契約期間は 1年 

期間延長および正職員登用の可能性あり 

勤務開始時期は応相談 

◆募集人数：１名 

◆応募資格 

・応募時点で満 22歳以上であること。 

・パソコンによる事務作業に習熟していること。 

・普通運転免許所有・英語運用力のある人は尚可。 

◆応募締切：10月 15日(月)必着 

 

詳細は募集要項をご覧ください。 

http://www.camping.or.jp/121001NCAJstaff.pdf 

 

平成２５年度職員募集 

(独)国立青少年教育振興機構 
採用予定数：若干名 

採用予定日：平成 25年 4月 1日 

勤 務 場 所：機構本部または全国の教育施設 

応 募 資 格：大学卒業(H25年 3月卒業見込み含む) 

または同等以上の学力を有する者 

      年齢がおおむね 30歳までの者 

応 募 締 切：10月 19日(金)必着 

 

応募方法の詳細および独立行政法人国立青少年教育

振興機構については、募集要項をご覧ください。 

http://www.niye.go.jp/files/items/50/File/H2

5youryou.pdf 

 

問い合わせ先 

(独)国立青少年教育振興機構 管理部人事企画係 

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 

TEL.03-6407-7642（月～金 9:00～17:45） 

E-mail: honbu-jinjikikaku@niye.go.jp 
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イベント情報   
 

と・り・あ・げ・キャンプ 
主 催：青森県キャンプ協会 

日 程：10月 7日(土) 

締 切：10月 5日(金) 

会 場：八戸市福祉センター 研修室（八戸市） 

参加費：1,000円 

問い合せ：青森県キャンプ協会 

tel. 090-3126-5149（石川） 

http://www.camping.or.jp/121007AomoriBU

C.pdf 

 

 

囲炉裏 de BUC 
主 催：はつかいちキャンプ協会(広島) 

日 程：10月 19日(金) 

締 切：10月 15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 

 

 

美方感謝祭「BUC チャレンジプログラム」 
主 催：兵庫県キャンプ協会・とちのき村 

日 程：10月 20日(土) 

締 切：10月 11日(木) 

会 場：美方高原自然の家「とちのき村」（香美町） 

参加費：500円 

問い合せ：美方高原自然の家「とちのき村」 

tel. 0796-97-3600 

http://www.camping.or.jp/121021%20Hyog

o%20BUC.pdf 

 

 

収穫祭＆１泊キャンプ 
主 催：千葉県キャンプ協会 

日 程：10月 20日(土) 

締 切：10月 14日(日) 

会 場：千葉市東寺山キャンプ場（千葉市） 

参加費：大人 1,000円 小学生 500円 

問い合せ：千葉県キャンプ協会 久下（くげ） 

tel. 047-361-2596 

http://www.camping.or.jp/1210201ChibaBU

C.pdf 

 

  

 

MFA メディック・ファーストエイド® 講習会 
主 催：東京都キャンプ協会 

日 程：10月 27日(土) 

締 切：10月 20日(土) 

会 場：新宿スポーツセンター（新宿区） 

参加費：11,000円 

問い合せ：野外教育事業所ワンパク大学 

tel. 03-3204-8098 

http://www.camping.or.jp/121027TokyoBU

C.pdf 

 
 

第１回 九州キャンプ大会 
主 催：福岡県キャンプ協会ほか 

日 程：10月 27日(土)～28日(日) 

締 切：10月 20日(土) 

会 場：上郷地域交流センター（八女市） 

参加費：3,000円 

問い合せ：福岡県キャンプ協会 薛（せつ） 

E-mail：sets@ymt.bbiq.jp 

http://www.camping.or.jp/120102728%20F

ukuoka%20BUC.pdf 

 

 

助成情報 

子どもゆめ基金 平成２５年度前期 

締切：12月 5日（当日消印有効） 

対象：平成 25年 4月 1日～9月 30日に開始 

される体験活動 
 

子どもゆめ基金WEB サイト 

http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html 

 

トヨタ財団 国内助成プログラム 
締切：11月 19日(月) 

対象：地域課題の解決につながるプログラム 
 
トヨタ財団WEB サイト 

http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html 
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