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2013 年度 キープ協会・環境教育事業部 

『実習生』募集 
 
 公益財団法人キープ協会・環境教育事業部では、

環境教育の「考え方」・「指導法」・「事業の組立て方」

等を、実習を通して理解・習得していく長期の「実

習生受け入れ制度」を 96年以降、導入しています。 

 現在、2013 年度

の実習生（若干名）を

募集しています。 

 

応募資格 

1. 社会人として広く一般的な知識（常識）を備え、

心身ともに健康であること。 

2. キープ協会環境教育事業部の事業内容を理解

していること。 

3. 将来、自然体験活動や環境教育に携わる仕事に

就きたいと考えていること。 
 

実習期間：2013 年 4 月 1 日～2014 年 2 月 28 日 
 

応募締切：12月 31日(月)・応募書類必着 
 

応募方法：以下の書類を郵送 

1. 履歴書（顔写真貼付） 

2. 参加したキープ協会・環境教育事業部主催の宿

泊型プログラムの名称 

3. 実習を希望する動機（Ａ4用紙 2枚～3枚） 
 

応募書類送付先 

公益財団法人キープ協会・環境教育事業部 

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里 3545 
 

詳細はこちら 

http://www.keep.or.jp/ja/foresters_school/2

012/09/23001510.html 

 

 

 
森のようちえん指導者養成講座（東京会場） 
 

日 程：12月 1日(土)～2日(日) 
 
会 場：川崎市黒川青少年野外活動センター(川崎市) 
 
参加費：(1)ネットワーク会員 1日 5,000円 

(2)一般 1日 6,000円 

※宿泊を希望する場合は別途費用が必要 

定 員：30名(各日) 

    ※両日参加する方を優先します。 
 
締 切：11月 25日(日) 
 
主 催：森のようちえん全国ネットワーク 
 

開催要項はこちら 

http://www.morinoyouchien.org/fkn/2012to

kyo.pdf 

 

子どものためのあそび方研究会 
 
日 時：12月 2日(日) 13:00～16:00 
 
会 場：日本出版クラブ会館(新宿区袋町 6) 
 
内 容：歌あそび・伝承あそび・集団あそび 

リズムあそび・クリスマスゲームほか 
 
講 師：遊戯研究家 三宅邦夫 

あそびうた研究家 山崎治美 

    小学館レクリエーションリーダーズクラブ代表 岩田勉 
 
定 員：50名 
 
参加費：\4,000 
 
主 催：小学館集英社プロダクション あそび方研究会 
 
申込み・問い合わせ先 

(株)小学館集英社プロダクション 

あそび方研究会事務局 

電話：0120-800-815(火～金・10:00～17:30) 

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20 

SP 第 2ビル 3F 
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コーチング講座 
日 時：全 3回 12月 15日(土)・1月 19日(土) 

2月 9日(土) 10:00～12:00 

会 場：小学館集英社プロダクション 研修室 

講 師：小学館レクリエーションリーダーズクラブ代表 岩田勉 

定 員：20名 

参加費：\5,000 

主 催：小学館集英社プロダクション あそび方研究会 

申込み・問い合わせ先 

前ページ「子どものためのあそび方研究会」と同じ 
 

 

とある・・・真鴨の調理法 
主 催：新潟県キャンプ協会 

日 程：11月 23日(金)～24日(土) 

会 場：田上町ＹＯＵ遊ランド（新潟県田上町） 

参加費：6,000円 

問い合せ：新潟県キャンプ協会（音田） 

080-3590-6765 

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

 

魔法のダッチオーブン料理 
主 催：宮城県キャンプ協会 

日 程：11月 24日(土) 

会 場：エコキャンプみちのく（宮城県川崎町） 

参加費：1,500円 

締 切：11月 17日(土) 

問い合せ：宮城県キャンプ協会 

メール miyagi@camping.or.jp 

http://www.camping.or.jp/121124MiyagiBUC.pdf 
 

 

リスクマネジメント講習会 
主 催：福岡県キャンプ協会 

日 程：11月 24日(土)～25日(日) 

会 場：国立夜須高原少年自然の家（福岡県筑前町） 

参加費：一般 5,000円 学生 3,000円 

締 切：11月 20日(火) 

問い合せ：福岡県キャンプ協会（石川） 

0943-52-2288 

http://www.camping.or.jp/12112425FukuokaBUC.pdf 
 

 

黒髪山ハイキング 
主 催：佐賀県キャンプ協会 

日 程：11月 25日(日) 

会 場：黒髪山（集合：黒髪山神社下宮駐車場） 

参加費：1,000円 

問い合せ：佐賀県キャンプ協会（中溝） 

090-9565-9832 

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

 

 

リスクマネジメントセミナーin 関西 
主 催：大阪府キャンプ協会ほか 

日 程：12月 9日(日) 

会 場：ドーンセンター（大阪市中央区） 

参加費：一般 3,000円 学生 1,000円 

締 切：11月 17日(土) 

問い合せ：大阪府キャンプ協会 06-6561-7800 

http://www.camping.or.jp/121209OsakaBUC.pdf 
 

 

「キャンプの現場」共有セミナー 
主 催：徳島県キャンプ協会 

日 程：12月 15日(土)～16日(日) 

会 場：トエック農園（阿南市） 

参加費：2,000円 

問い合せ：徳島県キャンプ協会（井上） 

088-626-3436（10:00～19:00） 

http://www.camping.or.jp/201212TokushimaBUC.pdf 
 

 

しめ縄を作ってみよう 
主 催：京都府キャンプ協会 

日 程：12月 9日(日) 

会 場：宇治市総合野外活動センター（宇治市） 

参加費：4,500円 

問い合せ：京都府キャンプ協会 075-255-4709 

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

MonthlyGuid/121215BUCLeaflet.pdf 
 

 

持続可能なキャンプ団体の運営 
主 催：愛知県キャンプ協会 

日 程：12月 16日(日) 

会 場：名城大学名駅サテライト（名古屋市中村区） 

参加費：会員 2,000円 一般 2,500円 

締 切：12月 10日(月) 

問い合せ：愛知県キャンプ協会 

メール aichi@camping.or.jp 

http://www.camping.or.jp/121216AichiBUC.pdf 
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