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アカデミー「グリーフケアとキャンプの接点」 
アジア・オセアニア・キャンプ会議 in Sydney 
イベント情報・BUC対象事業 
 

 

 

キャンプアカデミー 
「グリーフケアとキャンプの接点」 
 東日本大震災で大切な人を亡くした人を対象とし

たグリーフキャンプ・プロジェクトとして、これま

でに 2度のキャンプを行い、先行事例を学びに 2度

訪米しました。そこから得た学びをふまえて、グリ

ーフケアとキャンプの接点について考えるキャンプ

アカデミーを実施します。 

 事例を交えて、グリーフキャンプとは何かを紹介

するとともに、グリーフケアのためのサポートプロ

グラムを体験し、グリーフとはどのような状態なの

か、支援者として何を知っておかなければならない

のかといったことを考えます。他のキャンプを行う

際にも役立つヒントがたくさんありますので、ぜひ

ご参加下さい。 
 
東京会場 

日時：2月 9日(土) 12:30～16:00 

会場：日本YMCA同盟（東京都新宿区） 
 
神戸会場 

日時：2月 11日(月･祝) 12:30～16:00 

会場：神戸YMCA三宮会館（兵庫県神戸市中央区） 
 
仙台会場 

日時：2月 23日(土) 14:30～17:30 
会場：子どもグリーフサポートステーション 

（宮城県仙台市青葉区） 
 
開催要項はこちら 

www.camping.or.jp/201302NCAJBUC.pdf 

申込みは WEB フォームをご利用下さい 

http://goo.gl/TXHhG (大文字と小文字を区別) 
 
主 催：日本キャンプ協会 

参加費：会員(NCAJ・YMCA)1,500円 

一般 2,000円  学生 500円 

問い合せ：日本キャンプ協会 03-3469-0217 

 
 

 

2013 年・秋 
アジア・オセアニア・キャンプ会議 
 2013 年 10 月 18 日(金)～21 日(月)の日程で、

第 5 回アジア・オセアニア・キャンプ会議が、オー

ストリア・シドニーで行われます。さらに会議の前

後には、チームビルディングのワークショップやト

レッキングツアーなどのプログラムも設けられる予

定です。また、日本キャンプ協会では 1 週間程度の

参加ツアーを計画中です。 

 プレゼンテーションの受

付は既に始まっていますの

で、ただ参加するだけでな

く発表にもぜひ挑戦してみ

てください。春真っ盛りの

シドニーで、世界中のキャ

ンプ関係者との交流を楽し

みましょう。 

 
日 程：2013年 10月 18日(金)～21日(月) 

※会議の日程 

会 場：Novotel Hotel Sydney Olympic Park 

運 営：Australian Camps Association 

Outdoor Recreation Industry Council 

大会WEB：http://www.aocc2013.org.au/ 

※ 発表希望の方は「CALL FOR PRESENTERS」をご

覧ください。 
 

大会参加ツアーのご案内は春ごろの予定です。 

 

 

イベント情報 

 

 

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：(NPO)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 

参加費：5,000円 

問い合せ：東京都キャンプ協会 03-3608-0499 

メール info@mail.camp-tokyo.org 
www.camp-tokyo.org/event/risk-managem
ent/pdf/risk-management_130126.pdf 
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虫使いの無農薬レモン栽培 
～虫眼による観察眼から学ぶ～ 

主 催：愛知県キャンプ協会 

日 程：2月 2日(土) 

会 場：河合果樹園（愛知県豊橋市） 

参加費：一般 2,500円 会員・学生 2,000円 

締 切：1月 21日(月) 

問い合せ：愛知県キャンプ協会 0562-46-1317 

    メール：aichi@camping.or.jp 

www.camping.or.jp/201302AichiBUC.pdf 
 

 

平成 24年度 福岡県キャンプアカデミー 
主 催：福岡県キャンプ協会 

日 程：2月 2日(土) 

会 場：北九州市立玄海青年の家（福岡県北九州市） 

参加費：1,000円（宿泊の場合は別途 2,500円） 

問い合せ：福岡県キャンプ協会（吉武） 

電話：093-602-3635 

    メール：y-tadao@jcom.home.ne.jp 

www.camping.or.jp/201302FukuokaBUC.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 
 

 

野外教育指導者養成講習会 
自然体験活動における危機管理と地図の理解 

主 催：静岡県キャンプ協会ほか 

日 程：2月 9日(土)-11日(月・祝) 

会 場：朝霧野外活動センター（静岡県富士宮市） 

参加費：6,000円 

問い合せ：朝霧野外活動センター 0544-52-0321 

    メール：afac@plum.ocn.ne.jp 

http://asagiri.camping.or.jp/diary/pg49.html 
 

 

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 
 

 

冬の野宿 
主 催：石川県キャンプ協会 

日 程：2月 9日(土)-10日(日) 

会 場：小松市立大杉みどりの里（石川県小松市） 

参加費：6,000円 小３以下 4,000円 

問い合せ：石川県キャンプ協会 

    メール：ishikawa@camping.or.jp 

www.camping.or.jp/201302IshikawaBUC.pdf 
 

 

冬デイキャンプ in 高尾山自然公園 
主 催：大分県キャンプ協会 

日 程：2月 11日(月・祝) 

会 場：高尾山自然公園キャンプ場（大分県大分市） 

参加費：500円 

問い合せ：大分県キャンプ協会 097-522-1044 

www.camping.or.jp/201302OitaBUC.pdf 
 

 

知っておきたい救急法 -大切な人を守るために- 
主 催：品川区キャンプ協会ほか 

日 程：2月 17日(日) 

会 場：品川区総合体育館（東京都品川区） 

参加費：1,000円 

問い合せ：品川区キャンプ協会 090-1799-1305 

www.camping.or.jp/201302TShinagawaBUC.pdf 

 

 

民間非営利組織支援（東京） 
とことん NPO サポートプロジェクト 
 東京都内に事務所を置く団体を対象とした無料の

講座、専門家派遣のプログラムです。ファンドレイ

ジングや広報、組織運営について学ぶことができ、

必要に応じてその分野の専門家のコンサルティング

を受けることができます。 

 組織強化のためにぜひご活用下さい。 

http://tokoton.npo-sc.org/index.html 

 

問い合わせ：NPOサポートセンター 

メール：tokoton@npo-sc.org 
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