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Camping かがわ
事務局：高松市今里町２－８－２ 西山 徹 方

TEL／Fax：０８７－８３５－０３２１
Email：kagawa＠camping.or.jp

ファミリーサマーキャンプ ①②

事業委員会

☆場所：大滝山県民憩いの森 第 1 キャンプ場
☆①高松支部主催：7 月 23 日～24 日：参加者 83 名 23 家族 ：スタッフ 14 名
☆②県協会主催 ：7 月 30 日～31 日：参加者 100 名 28 家族 ：スタッフ 14 名
☆☆☆「S・S・K キャンプ」を合言葉にサポート

☆☆☆

今年のキャンプは、横山副会長が提唱した「S・S・K キャンプ」（サービス・スマイル・けがをしないで）を合言葉に、
スタッフ一同、参加者の皆さんとの 1 泊 2 日の野外生活体験をサポートしてきました。県・市のキャンプとも天候に
恵まれ、テント設営から始まり、昼食・クラフト・魚つかみ等々撤収までの盛沢山のプログラムを、計画どおり事故も
なく無事に終えることができました。

親子で野外共同生活の貴重な体験 ‼
●キャンプの食事●
人気の昼カレー
（ご飯は参加者が飯ごうで）

●ソーメン流し●

夕食のアユの炭火焼き
（つかみ取りしたアユを炭火焼）

家族みんなで朝食づくり
（自分で焼いたツイストパンとサラダ）

涼味満点、子どもたちは大喜び

ネーチャーゲームや登山の活動終了の時間にあわせて茹で上げる。
流すソーメンの量とタイミングを考える。下でソーメンを上手にキャッチ。満足いくまで食べる。
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参加者から感謝のメールが西山会長に届きました。
大滝山で自然体験活動を通して学び、
家族で初めてのキャンプ。親子で大変貴重で素晴らしい体

家族の絆を深められた様子で、協会の

験ができ感謝しています。料理もキャンプファイヤーも山登

ファミリーサマーキャンプが持つ野外教

りも全部がとても楽しかったです。そして何より、スタッフ

育活動としての意義を改めて確認できた

の皆さんが、いつも笑顔で親切だったのが印象的でした。皆

メールでした。「Ｓ・Ｓ・Ｋキャンプ」に取り

さんの素敵な笑顔のお陰でとても良い夏休みの思い出がで

組んだスタッフにとって大きな励みにな

きました…

りました。

アウトドアクッキングを楽しもう「ツイストパン作り体験」

事業委員会

かがわレクリエーションフェスティバル 2016
☆場所：サンポート高松
☆日時：9 月 19 日（月：敬老の日）10:00～13:00
☆参加者：32 名

☆スタッフ：8 名

新たな挑戦。会場の条件を考え、ファミリーキャンプでおなじみの
ツイストパン作りにしました。
台風16 号の影響を受け、
あいにくの雨。
計画していたテント体験は取りやめました。

アウトドアクッキングを楽しもう「釜揚げうどん作り体験」

事業委員会

トリムの祭典
☆場所：高松中央公園
☆日時：10 月 10 日（月：体育の日）10:00～14:00

☆参加者：223 名 ☆スタッフ：10 名
予定数量を完売する人気。スタッフは昼食
を摂る時間もないほどの忙しさ。天候にも恵
まれ充実した時間でした。
「うどん脳・ときたまちゃん」の表敬訪問
がありました。

県民スポレク祭
☆場 所：サンポート高松
☆日 時：11 月 20 日（日）10:00～14:00

☆参加者：135 名 ☆スタッフ：9 名
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新規事業：野外力検定会《入門編》
「野外力を身につけて、たくましく生きる力を高めよう」
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事業委員会

☆場 所：香川県青年センター
☆日 時：11 月 6 日（日）9:30～12:30
☆参加者：小学生 77 名とその保護者
☆スタッフ：10 名

☆四国学院学生 20 名

★後援：香川県教育委員会、高松市、
丸亀市／丸亀市教育委員会
★独立行政法人・国立青少年教育振興機構「子どもゆめ
基金助成活動」
芝生広場会場

体 験 の 風 をたた
おこそう
◎ 開会式や閉会式で会長・副会長・担当者等が参加者に呼びかけたのは、体験することの価値。
「体験で学んだことは生きる力となる。失敗を恐れず挑戦しよう。
」
「チャレンジすることに意味がある。失敗したら、また、チャレンジ。元気に、よく考えて、楽しもう。
」
「ここで経験したことを日常の生活で活用して本当の力としよう。
」
「遊びの中での体験が、いつか災害などにあった時、役に立つことでしょう。
」
保護者の方へは、
「挑戦して、やり遂げたことが成長につながります。
」
「危険だからと刃物に触らせないのではなく、
小さなケガをしながらも使いこなせる力をつけることが子
どもの成長には大切でしょう。
」
「体験活動をしている子どもほど、人に優しい、やる気があるという調査結果があります。
」

◎ 実施種目
〇道具《鉛筆削り・豆つかみ・丸太切り》
〇計測《長さどんぴしゃ・重さどんぴしゃ》
〇推理《臭いの達人・記憶の達人》
〇炊事《魔法のじゅうたん》
〇なわ結び《巻き結び・もやい結び》
〇キャンプ《古代の火おこし》
〇工芸《かざぐるま作り》
〇おやつ《マシュマロ焼き》
《魔法のじゅうたん》→

《古代の火おこし》

《丸太切り》
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◎キャンプインストラクター
の資格取得のため男性 1 名

◎資料：
「野外力検定」

がスタッフとして参加し研

・主催者 自然体験活動推進協議会（ＣＯＮＥ）

修をしました。資格取得の

・検定会＜入門編の場合＞

ため、これからの行事にも

＊２時間程度のイベントとして実施

参加して研修を重ねる予定

＊８～１０種目のコーナーを設置し、参加者が選択して実施する。

です。

＊合格できなくても、納得のいくまで再チャレンジすることができる。

今後、キャンプ協会の若い

＊検定員は、野外活動指導者がつとめ合否判定する。

力として活躍してくれるこ

＊合格者には、検定種目毎に「合格証」が発行される。

とでしょう。

平成 28 年度生涯スポーツ優良団体表彰を受けました
会長 西山 徹
平成 28 年 10 月 7 日（金曜日）
、霞が関にある中
央合同庁舎第 7 号館 3 階講堂において，生涯スポー
ツ優良団体表彰式があり、会員を代表して参加して
まいりました。
式では松野博一文部科学大臣から表彰状及び記
念品の盾が贈られました。審査基準は、
「地域又は
職場におけるスポーツの健全な普及や発展に貢献
し，地域におけるスポーツの振興に顕著な成果を上
げたスポーツ団体」ということです。
香川県キャンプ協会が昭和45年8月の設立以来、
ファミリーキャンプや県民スポレク祭等の行事、
指導者養成事業など着実に継続して活動してきたことが認
められたものと会員の皆様と共に喜ぶとともに、受賞を機に、これからの活動の充実に向けお互いに尽力し
たいものです。

★★★★★★ 事務局から ★★★★★★
① キャンプインストラクター資格取得講習会ついて（9 月 24 日～25 日・10 月 16 日の 2 回に分けて実施
予定）２名の方の申し込みがありましたが、実現には至りませんでした。
② 前号より、
「Camping かがわ」をキャンプ協会のＨＰにアップしています。
今後、紙での送付を希望しない方は、会長までメールで「Camping の送付必要なし」と連絡ください。
③ 各地で活動をされている方、内容をお知らせください。
「Camping かがわ」で紹介していきたいと思い
ます。情報は、メールで会長まで。
④ 会員間の連絡を効率よく行うため、メールを活用したいと思います。賛同してくださる方は、メール
アドレスを西山会長〈 kagawa＠camping.or.jp 〉までお知らせください。

