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事務局：〒761-2407 丸亀市綾歌町富熊1194 寺嶋 寛 方     TEL：090－8697－5216 

                          Email：kagawa＠camping.or.jp 

  

       ☆場所：香川県青年センター   ☆日時：5月19日（土） 13:30～  

☆参加者：10名 

◎総会不参加の方は同封の総会資料と「Campingかがわ」でご確認ください。 

年間行事が新しくなっております。 

主な協会事業 ―キャンプ及び野外活動の振興・普及と会員の資質向上― 

事業計画基本方針 

(1)野外活動指導者（以下、「キャンプ案内人」という。キャンプインストラクター、キャンプディレクタ

ー２級・キャンプディレクター1級）の育成を図る。 

(2)県民を対象としたキャンプ及び野外活動の振興・普及に努める。 

(3)会員の資質向上を図るため、会員研修会を実施する。 

(4)県協会活動の一環として、野外活動団体や関係機関との連携を図る。 

(5)野外活動関係団体と連携しながら、当会規約の目的に沿った事業を行う。 

 

自然体験活動実践の場の提供 

◆ 釜揚げうどん作り体験 高松市スポーツカーニバル  … 広く県民にキャンプを普及させる事業 

 ☆5月 20日（日）：仏生山公園  （終了） ☆参加者：165名  ☆スタッフ：8名   

 

◆ ファミリーサマーキャンプ    … 県民自然体験事業 

☆7月 28日（土）～29日（日）   

☆大滝山県民いこいの森 第1キャンプ場  

※大滝山県民いこいの森でのファミリーキャンプは 1回のみ。 

 

◆ 夏休み子どもキャンプ      … 県民自然体験事業 

☆8月11日（土）～12日（日）   

☆高松市国分寺町橘ノ丘総合運動公園キャンプ場                

  ※主催：高松市スポーツ振興事業団                    [火おこし体験] 

  ※指導：高松市キャンプ協会                    

  ※対象：高松市在住小学4年生～6年生 30名募集                    

  ※内容：テント設営、ロープワーク、火おこし体験・夕食づくり（飯ごう炊さん：カレーライス） 

（予定）   レク・ゲーム、クラフト、炭火おこし体験・朝食づくり（ツイストパン・サラダ） 

 

平成 30年度総会 



香川県キャンプ協会ニュースレター                   ２０１８．６．２０ 第１７号（２） 

◆ ツイストパン＆クラフト かがわレクリエーションフェスティバル  

… 広く県民にキャンプを普及させる事業 

☆9月 30日（日）   ☆サンポート高松 

※ツイストパンは、ファミリーキャンプの朝食の人気メニュー。 

 

◆釜揚げうどん作り体験  トリムの祭典    … 広く県民にキャンプを普及させる事業 

☆10月 8日（月）体育の日   ☆高松中央公園 

 

◆ 釜揚げうどん作り体験  県民スポレク祭   

… 広く県民にキャンプを普及させる事業 

☆11月 11日（日）  ☆サンポート高松 

 

◆ 冬はたき火で遊ぼう 〈 新規事業 〉  … 県民自然体験事業 

☆１月 20日（日）  ☆親子で参加 

☆畦田キャンプ場（綾歌町栗熊西） 

※事業委員会の木村理事が中心となって検討中。 

  

◆ 早春の里山ハイキング  ◆ 七草粥を食べよう  … 県民自然体験事業 

☆2月 2日（土） ☆坂出支部：城山神社周辺   ☆高松支部：三谷三郎池周辺 

 

◆ キャンプインストラクター養成講座   … キャンプ案内人を養成する事業 

☆9月 15日～17日 2泊 3日の宿泊研修 

☆五色台少年自然センター     ※定員 20名程度。最少開催人数 5名に満たない場合は中止。 

  

◆ＢＵＣ対象事業：「キャンプと防災」  … キャンプ案内人を養成する事業 

☆2019年 2月に予定。 

 

充実した「自然体験活動実践の場」が提供できるよう、多くの会員のご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度役員 よろしくお願いします 

◇会長：西山 徹  ◇副会長：横山 喜一郎  

◇理事長：寺嶋 寛   ◇副理事長：田村 美津子    

◇理事：白石 博信・大田 康司・清水 幸一・小山 雅史・杉山 恵子・岡 里美・北山 昇 

    谷原 守・木村 晃子 

◇監事：新池 保雄・香西 宗男   ◇顧問：佐川 文夫 

◆人材育成委員会 ◎寺嶋・清水・小山・好井 

◆事業委員会   ◎田村・西山・新池ﾔ・白石・岡・木村・北山 

◆広報委員会   ◎杉山・横山・谷原・大田・内山・香西 

◎委員長  ・役員の任期は 2年。本年度は継続。  

 

考えられる内容 

・たき火 ・たき火を使った料理 ・野外ゲーム等     

◎アイディアを木村理事まで 



香川県キャンプ協会ニュースレター                   ２０１８．６．２０ 第１７号（３） 

♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣♣ 「30年度の活動について」 ♣♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣ 
                             会長 西山 徹  

 平成 29年度は、天候に恵まれファミリーキャンプを始め計画した普及事業が開催でき所期の目的を達成

することができました。事業開始 2年目の野外力検定は、少林寺拳法連盟の要職にある大田理事の発案で少

林寺拳法 70周年記念事業と共催して多度津中学校で開催し大勢の参加を得て盛況でした。また、故藤本哲

夫前会長宅納屋に保管させていただいていた協会備品等を数日にわたり会員有志が全て整理・処分し、高

松・丸亀支部で分散管理しております。整理に参加していただいた会員には、大変ご苦労様でした。 

さて、昨年 3月初めに丸亀市キャンプ協会設立のメールがありましたが、私は数回、畦田キャンプ場で寺

嶋丸亀市キャンプ協会長(県協会理事長)を中心としたデーキャンプにスタッフとして参加しました。スタッ

フの大半は二十歳代であり、募集・申し込みはフェイスブックで行っているとのことでした。チラシで募集

し、往復はがきで参加申込(昨年度はメール)を行い、大半がリタイヤしたスタッフというファミリーキャン

プとは運営面で大きく異なっていました。7年前、キャンプ活動の普及発展と組織活性化を図るために  

・専門委員会を設け、会の目的に沿った活動の充実を図ること・BUCを総会と同じ日に同じ会場で開催する

ことにより、総会出席者の増加を計り、会員同士の交流を深めることを提案

し、指導者養成事業も日キャンのホームページで告知して開催してきました。

専門委員会制度や BUC 事業は実践できましたが指導者養成事業は最少催行人

数にならない年も多くありました。多くの組織で、会への参加者特に若年会

員を増やすこと、会員数を増やすことが課題となっており本会も上記のよう

な取り組みを行いましたが同様です。 

そのような折、丸亀市で多くの若いスタッフと活動している寺嶋理事長が、 【BUCでロープワークの講習】 

本年度から事務局を丸亀に移し本格的に県協会のお世話してくれることになりました。新しい発想や新しい

会員の獲得、新しい組織などにより香川県のキャンプ活動の普及発展が図られるようご支援・ご協力をよろ

しくお願いします。 

♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣♣ 

人と自然のふれ合いを求めて   谷 原  守 

森林・湿原サポーターの体験       私は、登山やハイキング、釣り等々野山や海に出かけるのが大好き人間 

です。定年退職後、自然とふれ合う活動がしたいと思っていたところ、兵庫県西宮市の環境保護団体の森林・湿 

原サポーター養成講座があり1年間受講。CONE（自然体験活動推進協議会）リーダーの指導者登録（現 

在はNEAL全国体験活動指導者認定委員会）をし、甲山湿原の落ち葉かき、モリアオガエルの池整備等の 

環境保全、小学生の森林学習・伐採作業の指導等の活動を楽しくしておりました。 

早春の里山ハイキング（坂出支部）           2017年度事業 

史跡と自然を巡り七草粥を食べよう（高松支部） 
☆日時：2月3日（土）例年第1土曜日に実施      ★坂出会場 ☆場所：城山神社周辺 

★高松会場 ☆場所：三谷三郎池周辺 ☆参加者：大人26名 子ども2名 ☆スタッフ：10名 
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香川県キャンプ協会との出会い  平成23年に高松にUターン。西宮での活動 

を続けたいと思っていました。四国８８か所巡りで北山さんと同行したのが 

縁で、県キャンプ協会を紹介され入会させて頂きました。 

 サマーキャンプ、春の七草がゆ、うどん作り等の活動に参加して、長年続

けられた実績と伝統に協会の皆さんの熱い思いを感じました。また、会場の

大滝山は、小学 4 年のとき先生に連れられ昆虫採集に数度訪れた懐かしい場

所でもありました。キャンプしながら、今も、イシガケチョウやルリタテハ、

テングチョウなどが飛んでいるのを発見できたのには驚きでした。まだまだ

自然が残っているようです。 キャンプも森林サポーターとも通じ、多くの子供達に野外活動体験を通して

自然の素晴らしさを伝えて行けたらと思いますが、後期高齢者になるのももうすぐ、そろそろ体力・気力的

に限界なのかなと考える昨今です。 

自然が大好きで これまで様々なアウトドア―ライフを楽しんできました。回数は減りましたが、健康 

維持の為少しでも続けたいと思っています。以下に履歴を紹介します。 

＜キャンプ＞S44に職場の仲間とテントを担いで、淡路の沼島に渡り 

初めてのキャンプ、翌年夏に家島・男鹿島。それ以後はなく、子供 

が大きくなってから四国三郎、満濃公園等でオートキャンプをした。 

＜登山・ハイキング＞ 御嶽、石鎚山、氷ノ山他 西の六甲山から生 

駒山、南の葛城・金剛山まで大阪湾をぐるりと囲む山地を縦走。  

＜釣り＞海から川・渓流まで釣歴は50年を超える。日本海、瀬戸内 

海、紀伊半島の主な釣り場は行った。今も年 2回は釣行する。 

この他、山菜取りは毎年出掛け、釣り竿を持って沖縄・奄美の20を超える離島を巡ったりもした。 

阪神大震災で役立ったこと 平成7年 1月17日未明、震度７の激震が西宮市にも走りました。僅か 20数秒

間で千余人の人命が失われ、全半壊6万世帯、ライフラインは寸断され生活の営みにも大きな打撃を受け

ました。水もガスも出ない、電気は数時間後に通電、水道は 1ヵ月、ガスは３ヵ月復旧にかかりました。 

 私共は10階建ての最上階。一番早い飲料水の給水はポリタンクに、水洗トイレは水を10階まで持ち上

げて風呂桶に溜め使用。風呂は使えず。避難所は一杯なので、自宅待機。家の中はめちゃくちゃですが、こ

こで、キャンプや登山のアウトドア―の体験がものを言いました。携帯コンロ・ガス、コッへル等が大活躍、

食材もインスタントラーメン・コーヒー、乾麺、缶詰等が役立ちました。街の自販機・コンビニの品物は取

り合いですぐになくなります。キャンプ用品やペットボトル、非常食材を準備しておくことをお勧めします。 

（寄 稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めてのキャンプ（兵庫県淡路・沼島） 

 

甲山湿原（兵庫県西宮市）の保全 

 

木の枝にモリアオガエル♀を発見 

★★★★★★ 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。 


