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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 

 

イベント情報・BUC対象事業 
求人情報・ふぉれすと鉱山(北海道登別市) 
助成金情報・積水ハウスマッチングプログラム 

 

 

「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） 

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 15日(土)～16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 

w w w .ca mp ing .or . j p /1 2 1 21 6 A ic h iBUC .p df 
 

 

山口県 冬期野外活動指導者養成講習会 
主 催：山口県キャンプ協会ほか 

日 程：1月 3日(木)～6日(日) 

会 場：大山スキー場（鳥取県大山町） 

参加費：40,000円 

締 切：12月 14日(金) 

問い合せ：山口県キャンプ協会 090-1916-6159 

www.camping.or.jp/1301YamaguchiBUC.pdf 
 

 

 

長野県アウトドア関係者のつどい 
主 催：長野県キャンプ協会 

日 程：1月 12日(土)～13日(日) 

会 場：北野天満温泉（長野県栄村） 

参加費：調整中 

問い合せ：信州アウトドアプロジェクト（吉田） 

0269-87-3387 

www.camping.or.jp/130112NaganoBUC.pdf 
 

 

東京キャンピングセミナー2012 (7) 
うまいものを食べる会（デイキャンプ１） 
主 催：東京都キャンプ協会 

日 程：1月 19日(土) 

会 場：ヒゲッチキャンプ場（埼玉県神川町） 

参加費：実費相当 

問い合せ：東京都キャンプ協会 03-6908-0499 

www.camp-tokyo.org/event/tcs/index.html 
 

 

キャンプ指導者のためのフォローアップ研修会 
主 催：東京都キャンプ協会ほか 

日 程：1月 19日(土) 

会 場：中野区桃園区民活動センター（中野区） 

参加費：一般 1,000円 

問い合せ：中野区キャンプ・レクリエーション協会 

090-8516-8872（福田） 

www.camping.or.jp/130119TokyoBUC.pdf 
 

 

スターウォッチング 
主 催：京都府キャンプ協会 

日 程：1月 26日(土)～27日(日) 

会 場：宇治市総合野外活動センター（宇治市） 

参加費：会員 3,900円 一般 4,400円 

問い合せ：京都府キャンプ協会 075-255-4709 

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

MonthlyGuid/130119BUCLeaflet.pdf 
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指導者・事業者のための 
リスクマネジメントセミナー 
主 催：東京都キャンプ協会 

日 程：1月 26日(土)～27日(日) 

会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区） 

参加費：5,000円 

問い合せ：東京都キャンプ協会 03-6908-0499 

www.camp-tokyo.org/event/risk-managemen

t/index.html 
 

 

新年交流会＆ 
竹・木を使って生活用品づくり！ 
主 催：栃木県キャンプ協会 

日 程：1月 26日(土)～27日(日) 

会 場：元気あっぷ村（栃木県高根沢町） 

参加費：8,200円 

問い合せ：栃木県キャンプ協会（福田） 

    メール：tochigi@camping.or.jp 

www.camping.or.jp/1301TochugiBUC.pdf 
 

 

東京キャンピングセミナー2012 (8) 
大人の雪遊び会（デイキャンプ２） 
主 催：東京都キャンプ協会 

日 程：2月 3日(日) 

会 場：新潟県スキー場 

参加費：5,000円（交通費別） 

問い合せ：東京都キャンプ協会 03-6908-0499 

www.camping.or.jp/130203TokyoBUC.pdf 
 

 

次のキャンプで必ず役立つキャンプソング塾 
主 催：京都府キャンプ協会 

日 程：2月 9日(土) 

会 場：京都 YMCA（京都市） 

参加費：会員 1,000円 一般 1,200円 

問い合せ：京都府キャンプ協会 075-255-4709 

www.camping.or.jp/130209KyotoBUC.pdf 
 

 

雪と遊ぼう。＆キャンプソング 
主 催：福島県キャンプ協会 

日 程：2月 23日(土)～24日(日) 

会 場：国立磐梯青少年交流の家（福島県猪苗代町） 

参加費：会員 4,500円 一般 5,000円 

問い合せ：福島県キャンプ協会 024-937-3747 

www.camping.or.jp/1302FukushimaBUC.pdf 
 
 
 
 

採用情報 
ふぉれすと鉱山スタッフ募集 
(NPO)登別自然活動支援組織モモンガくらぶでは、

スタッフを募集しています。 
 
募集数：若干名 

勤務地：登別市ネイチャーセンターふぉれすと鉱山 

業 務：各種事業・プログラムの企画運営 

    ボランティア対応・受付業務 

    その他、施設の管理運営にかかわる業務 

期 間：4月 1日から 1年間(更新・正職員への登用あり) 

締 切：2月 17日必着 
 
応募先・問合せ先 

登別自然活動支援組織モモンガくらぶ（担当：吉元） 

〒059-0021 北海道登別市鉱山町 8-3 

Tel. 0143-85-2569 
 
応募の詳細および課題レポート用紙はこちら 

http://npo-momonga.org/2012saiyou/201

2saiyou.html 

 

助成金情報 
積水ハウスマッチングプログラム 
2013年度助成団体公募 
 積水ハウス株式会社は CSR活動

の一環としてマッチングギフト(社

員等の寄付と同額を会社が拠出する制度)による基金

を用いた助成を行っています。現在 2013年度分の

助成申請を受け付けています。 
 
基金の種類：「積水ハウスこども基金」 

「積水ハウス環境基金」 

応 募 締 切：12月 21日(金) 17:00 書類必着 

募 集 要 項 

http://www.sekisuihouse.co.jp/company/to

pics/datail/1189729_1381.html 

問い合わせ：大阪ボランティア協会 担当：影浦 

Tel.06-6465-8391(代) 
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公益社団法人日本キャンプ協会 
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 

国立オリンピック記念青少年総合センター内 

Tel. 03-3469-0217 
Fax. 03-3469-0504 

E-mail：ncaj@camping.or.jp 

WEB ：www.camping.or.jp 

年内の CAMPING Newsの発行はこれが最後です。次回発行は、1月 18日(金)を予定しています。 
今年 1年もご購読ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。 
どうかよいお年をお迎えください。                 公益社団法人日本キャンプ協会 
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