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あつまれ！秋のキッズフェスタ 
 
 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」が開催されます。 

 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。 
 

要項と問い合わせ先 

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 

 
兵庫県 全県野外活動フォーラム 

みんなで語ろう！野外活動！ 

兵庫県立嬉野台生涯教育センターで「全県野外活

動フォーラム 2012」が実施されます。運営には兵

庫県キャンプ協会が協力しており、誰でも参加可能

です。 
 

日 程：12月 8日(土) 

会 場：兵庫県立嬉野台生涯教育センター(加東市) 

参加費：500円(情報交換会は別途 3,000円) 
 

要項と問い合わせ先 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~ureshino-bo/ures

hino/tasedai/pdf/h24zenkenforum.pdf 

嬉野台生涯教育センター 担当：松笠 

Tel. ０７９５－４４－０７１２ 

 

 

アウトドアチャレンジ 
野外力検定 チャレンジ編 

「家遊びより外遊び、バーチャルよりリアル、ひとりよりみんなで」 

 

 アウトドアチャレンジ「野外力検定」は、主な対

象である小学校中高学年の子どもたちが、外遊びに

興味を持ち、継続的に取り組むきっかけとなるよう

なさまざまな野外活動のスキルを学び、検定にチャ

レンジするというプログラムです。 

 「観察」「火」「ロープ」「刃物」「コンパス」とい

うキャンプなどの野外活動を楽しむのに役に立つ５

つの種目から３つを選んで挑戦します。各検定の前

には、それぞれの種目ごと

に講習が組み合わされてい

て、やり方をしっかり学べ

ますから、初めてやること

でも安心して取り組むこと

ができます。 

 検定にパスすると、検定

合格を証明するカードがも

らえます。 

 小学校５年生以上を対象

としたプログラムです。 

 

日 時：11月 11日(日) 9:00～15:45 

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） 

参加費：1,000円（当日申し受けます） 

※教材費・保険料・昼食(カレー)・おやつ込み 

対 象：小学５年以上 

定 員：先着５０名 

 

問い合わせ・申込み先 

(公財)ボーイスカウト日本連盟 

アウトドアチャレンジ事務局 

電 話：03-5805-2635（平日 9:00～17:00） 

ＦＡＸ：03-5805-2908 

メール：odc@scout.or.jp 

 

要項はこちら 

http://www.niye.go.jp/files/items/307/File/24

1111ODC.pdf  
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イベント情報  
 

東京キャンピングセミナー2012 セッション５ 

でかいものをつくるキャンプに行こう 
主 催：(NPO)東京都キャンプ協会 

日 程：11月 3日(土)～4日(日) 

会 場：ヒゲッチキャンプ場（埼玉県神川町） 

参加費：7,000円 

問い合せ：(NPO)東京都キャンプ協会 

tel. 03-6908-0499 

http://www.camp-tokyo.org/event/tcs/index.

html   
 

キャンプばんざい-家族とともに自然の中で遊ぼう- 
主 催：滋賀県キャンプ協会 

日 程：11月 14日(日) 

会 場：希望が丘文化公園（滋賀県竜王町） 

参加費：中学生以上 1,200円 3歳以上 1,000円 

問い合せ：滋賀県キャンプ協会 

tel. 077-586-1100 

http://www.camping.or.jp/1211ShigaBUC.pdf   
 

落ち葉でアート・押し花絵を作ろう 
主 催：京都府キャンプ協会 

日 程：11月 10日(土) 

会 場：京都 YMCA 地階マナホール（京都市） 

参加費：1,000円 

問い合せ：京都府キャンプ協会 

tel. 075-255-4709 

http://homepage3.nifty.com/kyoto-camping/

MonthlyGuid/20121110BUCLeaflet.pdf   
 

野外ゲーム&危険予知トレーニングセミナー  
主 催：栃木県キャンプ協会 

日 程：11月 10日(土)～11日(日) 

締 切：11月 2日(金) 

会 場：埼玉県立神川げんきプラザ（埼玉県神川町） 

参加費：一般 8,500円 学生 7,000円 

問い合せ：チャウス自然体験学校 

tel. 027-52-7766 

http://www.camping.or.jp/1211TochigiBUC.pdf�   
 

自然体験活動ワークショップ 
主 催：茨城県キャンプ協会 

日 程：11月 11日(日) 

締 切：11月 2日(金) 

会 場：茨城県立美里野外活動センター(常陸太田市) 

参加費：1,000円 

問い合せ：茨城県キャンプ協会 

tel.029-226-0206 

http://www.camping.or.jp/121111IbarakiBUC.pdf 

 

 

 

囲炉裏 de BUC 鍋物 deキャンプ談義 
主 催：はつかいちキャンプ協会(広島) 

日 程：11月 16日(金) 

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 

office@hatsukaichi.hiroshima-camping.jp� 

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

BUC.pdf 

 

ナイスミドル・シニア いきいきキャンプ 
主 催：奈良県キャンプ協会 

日 程：11月 10日(土)～11日(日) 

会 場：国立曽爾少年自然の家(奈良県曽爾村) 

参加費：6,000円 

問い合せ：奈良県キャンプ協会 

tel. 0745-74-4532 

http://www.camping.or.jp/12111011NaraEv

ent.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 

 

ＪＴ NPO 助成事業 
締切：11月 20日(火) 

対象：地域コミュニティの再生と活性化ににつ

ながるプログラム 
 
日本たばこ産業助成事業WEBサイト 

http://www.jti.co.jp/csr/contribution/social

/npo/entry/index.html 
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