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キャンプインストラクター養成講座
☆場所：五色台少年自然センター
☆受講者：6 名
☆講師：５名

キャンプ案内人を養成する事業

☆日時：9 月 15 日（土）～17 日（月）

☆スタッフ：8 名
西山・小山・清水・好井(ディレクター1 級)、木村（インストラクター）

若手 6 名が“キャンプ案内人”に仲間入り
今年は 6 名の申込があり、2 年ぶりの開催となりました。地元
香川を始め、四国の他３県、遠くは富山県、大学生から社会
人までキャンプに関心のある若い皆さんが受講。「社会の
隅々までキャンプを届けよう」―日本キャンプ協会のビジョン
２０２０－の下に 2 泊 3 日の講習会。当協会講師からキャンプ
の理論と実技をしっかりと学び、2・３日目には野外でテントを
張って楽しいキャンプ実習もし、検定試験に挑みました。全員が認定書を手にし、これから始まる“マイキャンプ”
にそれぞれ思いを馳せ、各地に帰って行きました。
若手 6 名の “キャンプ案内人“の養成ができた今回の講習会は、協会のメイン事業の一つとして大きな成果を
上げました。認定者の中には、香川県に登録される方が 3 名もいて、今後の協会の事業・活動に若い力の参加が
期待されます。

＊＊＊私はこんな目的で受講しました＊＊＊
【Ｇさん：愛媛県・ 女】
若い時にキャンプしながらツーリングで日本一周。キャンプというものを子供に伝えたくて。
【Ｈさん：富山県・ 男】
子供に関わる仕事なので、キャンプの知識を身につけ、子らにアウトドアーを楽しませたい。
【Ｔさん：高知県・ 男】
市の地域町おこし隊。四万十の自然を利用したキャンプを企画して、町おこしに役立てたい。
【Ｙさん：徳島県・ 男】
学生の間に色々なことをしてみたい。キャンプに興味があり、知識を学んで実践したいので。
【Ｔさん：香川県・ 女】
大学の友達から講習会に誘われて。アウトドアが好きなので、キャンプには興味があった 。
【Ｏさん：香川県・ 女】
友達や家族と海や川に出かけＢＢＱなどする。自然が好きで、キャンプをしてみたいから。
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研修内容と講師
講義 ①キャンプの特性［2 時間］
：西山

②キャンプの対象［3 時間］
：清水

③キャンプの指導［3 時間］
：小山

④キャンプの安全［2 時間］
：好井

実習 ①キャンプの生活術［4 時間］
：小山 ②キャンプのアクティビティ［5 時間］
：小山
③キャンプの安全［1 時間］
：木村

受講後の感想
〇初対面の皆さんが、全員すぐに親しくなり楽しみながらキャンプの勉強ができた。
〇キャンプを簡単に考えていたが自然や安全のこと、
人とのコミュニケーション等色々な知識が必要だと
分かった。
〇野外実習でテントを張って宿泊、料理を作り、楽しい体験をしたので、早速、家族や友達とキャンプに
行きたい。

県民自然体験事業

ファミリーデイキャンプ 「段ボールオーブンを作ってピザを焼こう」
7 月 28 日・29 日に予定していたファミリーサマーキャンプは台風 12 号接近
のため中止。これに替わる行事としてデイキャンプを企画・実施した。
☆場所：五色台ビジターセンター
☆日時：10 月 21 日（日）9:30～16:30
☆参加者：6 家族 22 名 ☆スタッフ：10 名
☆プログラム：
「段ボールでオーブンを作ってピザを焼こう」
「家族で秋の自然を楽しみましょう ― どんぐりクラフト・家族でティータイム等」

広く県民にキャンプを普及させる事業

アウトドアクッキングを楽しもう「ツイストパン作りとテント体験」
☆場所：サンポート高松

☆日時：9 月 30 日（日）

※台風 24 号接近のため中止

広く県民にキャンプを普及させる事業

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」
トリムの祭典

県民スポレク祭

☆場所：高松中央公園

☆場所：サンポート高松

☆日時：10 月 8 日（月）10:00～15:00

☆日時：11 月 11 日（日）10:00～15:00

☆参加者：181 名 ☆スタッフ：8 名

☆参加者：126 名 ☆スタッフ：8 名
※高松短大学生が 2 名、実習時間として参加。準備から
片づけまで、元気に楽しく活動してくれました。
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丸亀市キャンプ協会報告

瀬戸内中讃定住自立圏ホームタウン DAY スタジアムキャンプを終えて
丸亀市キャンプ協会会長・香川県キャンプ協会理事長 寺嶋 寛
丸亀市キャンプ協会では、丸亀市スポーツ推進課の依頼を受け、去る 8 月 13 日（日）に『瀬戸内中讃定
住自立圏（丸亀市・善通寺市・琴平町・多度津町・まんのう町）ホームタウン DAY』の一環として、
「野球
観戦とスタジアムデイキャンプ」を丸亀市民球場（野球場）で実施しました。丸亀市キャンプ協会が、企画・
準備・当日の運営をおこなうもので、昨年に引き続き 2 回目の実施となり、本年度のスタッフ 16 名、
（内
県協会応援 2 名）で実施しました。
今年も猛暑の中、11 組（約 30 名）の家族が集まり、午前中はグランドにおりて香川オリーブガイナーズ
の 5 名の選手と一緒に「ティボールホームラン競争」
「ドッジビーPK 戦」
「ストラックアウト」などの競技
に挑戦しました。特にティボールホームラン競争は子どもたちが興味を持ったようで、暑さを忘れて楽しん
でもらうことができました。
昼食は、家族毎に「たらいうどん」を準備しました。暑い中ですから、あっさりと何か冷たくしていただ
くものをと考え、氷を入れた「たらいうどん」がいいのではないかと考え準備しましたが、大変好評のよう
でした。
午後からは、チャレンジコーナーとして「丸太切り競争」
「水鉄砲作り」
「新聞紙で凧作り」
「古代の火お
こし」を体験してもらいました。新聞紙で作る凧は、簡単に作れてしかもよく揚がる凧だったので、みんな
大喜びで走り回っていました。
夕食は、定番のカレーとマカロニサラダ作りです。野球場では薪を燃やすことができないため、ガスコン
ロを使って炊事をおこないました。
猛暑の中での活動となり、参加者の皆さんの健康管理には特に気を付けながらの運営となりましたが、子
どもたちにとっては、夏休みの良い思い出となったようです。スタッフは、少しバテていたようですが…。
私たちキャンプ活動に携わる者は、自然を存分に体験し、キャンプのおもしろさを伝えていかなければい
けません。また、キャンプ普及のためには、すべての人たちが楽しく野外活動を行えるよう、キャンプの基
礎、安全、マナーに関する知識や技術を伝えていく指導者（キャンプ案内人）を養成していかなければなり
ません。
現代社会は、いじめ、不登校、子どもの虐待など様々な社会問題を抱えています。私たちが行う「組織キ
ャンプ」はこうした課題解決に向けた可能性を秘めていると考えています。香川県キャンプ協会の活動を通
して、
様々な課題の解決に向けた取り組みを会員の皆さんと一緒に進めていかなければならないと思ってい
ます。皆さんの積極的な参加を心よりお待ちいたしております。

今後の予定
① 冬はたき火で遊ぼう （新規事業） ☆実施日：1 月 20 日（日）☆場所：畦田キャンプ場
② 早春の里山ハイキング

☆実施日：2 月 2 日（土） ☆場所：例年通り

③ キャンプと防災（BUC 対象事業）

☆実施日：2 月

☆日にち、場所は未定

多くの会員の積極的な参加をお待ちしております。
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高松市キャンプ協会報告

夏休み子どもキャンプ＆プールでペットボトル浮き体験
高松市キャンプ協会

杉山 恵子

☆場所：高松市国分寺橘の丘総合運動公園
☆日時：8 月 11 日（土）14:00 ～12 日（日）10:00
☆主催：高松市スポーツ協会
参加者：小学 4～6 年生 20 名
☆指導：高松市キャンプ協会 スタッフ：7 名
★主な活動内容
テント設営（屋内ゲートボール場）

ロープワーク

ツイストパン（朝食）

火おこし体験

水泳の練習・ペットボトル浮き体験 （指導：海洋センター職員）
子どもたちのアンケートから、キャンプの成果を振り返ってみます。
◎勉強になったこと
「キャンプは忍耐と努力で成り立っていることが分かった」
「災害時の就寝時の大変さが分かった」
「テントの張り方」
「災害に備えていろいろ知ることができた」
「ロープワーク」
「ペットボトルで人が助けられること」
「浮いて待つことの難しさ」
「川・池・海でおぼれた時どうするかが分かった」

◎楽しかったこと
「みんなと友達になったこと」
「パンを焼くこと」
「ご飯作り」
「ペアでやる活動」
「不安はあったが知らない人との交流ができたこと」
開会式では硬い表情だった子どもたちが、活動する中で、心がほぐれ表情が柔らかくなり協力し合って
チームとしての活動ができるよう変化していきました。体験することの価値を再確認する 2 日間でした。

★★★★★★ 事務局から ★★★★★★
① 今年度は、事業への協力依頼をメールで行います。アドレスを登録されていない方は、事務局までお
知らせください。香川県キャンプ協会のホームページでもスタッフ協力依頼を掲載しますのでよろしく
お願いします。
② 会員のお互いの顔の見える組織となるよう、また、運営について広く会員や関係団体の意見を聴くた
めに、理事会を年 4 回程度開催します。
③ 事務局を丸亀に移しました。住所等は p1 に記載の通りです。
④ 次回の発行は、11 月 20 日の予定です。

