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 〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場角 京都ＹＭＣＡ三条本館内 京都府キャンプ協会事務局までお願いします 

 TEL:075-231-4388 / FAX:075-251-0970 / E-mail:kyoto@camping.or.jp  
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総会が開催されました 
 

『２０１５年度京都府キャンプ協会 総会』 
２０１５年度京都府キャンプ協会総会は７月１２日

（日）１３時００分〜１４時００分 京都ＹＭＣＡ三条本

館２０１号室にて実施され、正会員２３名の出席、委任状

２７名で成立し、すべての議案及び報告は承認されました。 

第１号議案 ２０１４年度事業報告 

Ⅰ．会員数２３１名 

Ａ キャンプ・インストラクター資格 １３０名 

Ｂ キャンプ・ディレクター２級資格   ５５名 

Ｃ キャンプ・ディレクター１級資格   ４５名 
                他     １名 

Ⅱ．指導者資格認定事業 

キャンプ・インストラクター資格 認定者数２０名 
                申請者数２０名 

Ⅲ．指導者養成事業 
２０１４年前期キャンプ・インストラクター養成講習会 
参加者：７名 
理論講習 
Ａ:５月１１日 京都ＹＭＣＡ三条本館 
Ｂ:５月１６日 京都ＹＭＣＡリトリートセンター 

実技講習 
Ａ・Ｂ共通:５月１７日～１８日 

        京都ＹＭＣＡリトリートセンター 
 ２０１４年後期キャンプ・インストラクター養成講習会 

参加者：１３名 
理論講習 
Ａ:９月２８日 京都ＹＭＣＡ三条本館 
Ｂ:１０月３日 京都ＹＭＣＡリトリートセンター 

実技講習 
Ａ・Ｂ共通:１０月４日～５日 

        京都ＹＭＣＡリトリートセンター 

Ⅳ．主催事業（月例会）、受託事業（月例会兼） 
５月（月例会兼受託事業）５月３日（水・祝） 
梅小路公園グリーンフェアー2014春 
「みんなで作ろうクラフト」（勾玉つくり） 
会場：京都市梅小路公園 
講師：(ﾁｰﾌ)岡本・吉田・木村・飯田各委員・服部・
田中各会員     
参加者：一般６１名 

６月（受託事業）６月２６日（木） 
「青年ボランティア養成講座」（八幡市教育委員会） 
会場：八幡市文化センター 
内容：キャンプの基礎知識（安全の考え方） 
講師：岡本ヒロシ委員 
参加者：１２名 

７月（受託事業）７月６日（日） 
「青年ボランティア養成講座」（八幡市教育委員会） 
会場：市民交流センター 
内容：キャンプファイヤースキル 
講師：塚原誠一委員 
参加者：１１名 
（月例会） ７月１３日（日）ＢＵＣ認定事業 
事業名：本格石窯で手作りピザを焼こう 
会場：京都ＹＭＣＡリトリートセンター 
担当：岡本ヒロシ委員 
参加者：２３名 
 

 
 
 
（受託事業）７月３０日（水） 
京都府農林水産部モデルフォレスト推進課 
「京都緑のこどもサミット」(京都モデルフォレスト協会) 
会場：京都市府立るり渓少年自然の家 
内容：キャンプファイヤー指導 
担当：(ﾁｰﾌ)飯田・岡本委員 
参加者：１１１名 

 
８月は休会 
 
９月（受託事業）９月１３日（土） 
京都府教育庁指導部社会教育課 
「防災キャンプ２０１４in京都」 
会場：京都府立るり渓少年自然の家 
内容：ペットボトルでランタンと食器・スプーン作り 
担当：飯田敏弘委員 
参加者：６０名 

１０月（月例会）１０月５日（日） 
キャンプ技術４種 ＢＵＣ認定事業 
会場：京都ＹＭＣＡリトリートセンター 
担当：岡本・吉田・船越・塚原各委員 
内容：天気予報と観天望気、野外ゲーム、テント技術、
ロープワーク基本８種 

（受託事業）１０月２５日（土） 
花背山の家「自然大好きフェスティバル」 
会場：京都市野外教育施設「花背山の家」 
内容：キャンプクラフト（まが玉の製作） 
担当：(ﾁｰﾌ)岡本委員・吉田・竹川・船越各委員 
参加者：１０９名 

（協力）花背山の家関連 １０月２６日（日） 
「第２０回別所井戸端展」（花背山の家周辺） 
協力者：岡本ヒロシ委員 
内容：キャンプクラフトの展示・販売 

１１月（月例会）１１月１６日（日）ＢＵＣ認定事業 
「木の葉でハンドクラフト」  
会場：京都ＹＭＣＡ三条本館  
内容：しゅろの葉でバッタを編む 
担当：塚原誠一委員 
参加者：竹川・岡本委員・会員２名・多府県会員２名 

１２月（月例会）１２月１３日（土）ＢＵＣ認定事業 
「次のキャンプで必ず役立つキャンプソング塾Ⅲ」 
会場：京都ＹＭＣＡ三条本館 
内容：パートⅠ・Ⅱに引き続き、キャンプの様々なシ
ーンで仲間やキャンパーと口ずさみたくなるキャン
プソングの魅力に迫る。 

 担当：塚原誠一委員 
  参加者：岡本委員、京都府会員１名・多府県１１名 

Ⅴ．会  議 
総会・理事会：７月１３日（日） 

京都ＹＭＣＡリトリートセンター 
運営委員会（月初めの水曜日）京都ＹＭＣＡ三条本館  

Ⅵ．協力・後援事業 
１．関西野外活動ミーティング（後援） 

 ３月１日 １０時～ 
 ドーンセンター（府立男女共同参画青少年センター） 
 主催団体：関西野外活動ミーティング実行委員会 

 ２．花背山の家の「自然大好きフェスティバル」におけ
るキャンプクラフト（まが玉の製作）指導。  



キャンピングＫＹＯＴＯ 
 
 
 
Ⅶ．団体登録・委員派遣 
１.公益社団法人日本キャンプ協会 
２.京都青少年 ゆめネットワーク「ゆめっと京都」 
３.京都府青少年育成協会 
４.人づくり２１世紀委員会  
５.京都市教育委員会「花背山の家」運営委員会委員 
６.(公財)京都市生涯学習振興財団  
 
Ⅸ．日本キャンプ協会 
１. 第１回総会および支部研修会 ５月２４日、２５日 

神﨑副会長・岡本理事 
２. 第２回総会および支部研修会 ３月２１日、２２日

黒木会長・神﨑副会長 
 

 

第２号議案・２０１４年度 決算 

第４号議案・２０１５年度 予算 

 

京都府キャンプ協会２０１４年度収支決算書（自２０１４
年４月１日至２０１５年３月３１日）及び２０１５年度予
算案は満場一致で承認されました。 
収入の部 

  科 目 14 決算 15 予算 摘  要 

１ 会 費 546,000 500,000 会費（登録費を含む） 

２ 寄付金 50,000 50,000 ＹＭＣＡより 

３ 事業収入 685,400 540,000 講習会・ＢＵＣ・月例会他 

４ 雑収入 344 300 預金利息 

５ 補助金 42,700 50,000 行政機関他・補助事業 

当期収入合計 1,324,444 1,130,300  

繰 越 金 2,641,814 3,018,010 前年度繰越及び30周年記念事業 

合   計 3,966,258 4,148,310  

支出の部 

  科 目 14 決算 15 予算 摘  要 

１ 会議費 51,600 100,000 総会・日本協会総会・ブロック会議 

２ 旅費交通費 46,677 150,000 総会・各会議・各事業他 

３ 事業費 611,810 680,000 講習会・ＢＵＣ・月例会他 

４ 事務費 185,681 700,000 事務局備品・事務諸費他 

５ 雑費 52,480 300,000 行政機関他・補助事業他 

６ 会員交流費 0 1,000,000 会員交流・懇談・新規事業 

当期支出合計 2,530,000 2,930,000  

予 備 費 1,309,114 1,281,310  

収 支 差 額 0 0  

合   計 3,966,258 4,148,310  

監査報告 
２０１４年度事業及び会計について、監査の結果適正かつ
正確なることを証明致します。 
 
２０１５年７月１１日 監事 井上哲士 監事 藤尾 実 

 

第３号議案 ２０１５年度事業計画 

京都府キャンプ協会２０１５年度事業計画は満場一致
で承認されました。 

京都府キャンプ協会は設立以来、京都府下及び市内にお

けるキャンプの発展と指導者の養成及び結集を願って、会

員の方々によって運営されてきましたが、２０１１年度、 

 

 

 

 

日本キャンプ協会が公益社団法人移行に伴い、本協会も規

約・会則と合わせて名称を「京都府キャンプ協会」変更し、

新たな歩みを始めています。 

次代を担う子どもたちや青少年が自ら考え、新しい価値

観を創り出すものとして、体験学習の代表的なものである

「キャンプ」「自然体験活動」への期待はますます大きく

なってきています。その期待に応えるべく、キャンプのも

つ教育的価値や期待される指導者ならびに指導法につい

て見直しもしなくてはなりません。例えば、私たちキャン

プ指導者は何を求められ、何を提供できるか、更には学校

現場との連携や協力、日ごろ私たちが計画・実施している

キャンプのあり方、指導者の養成、キャンプの様々な報告

や発信についても同様です。 

私たちが「大好きな」キャンプをあらためて見つめなお

し、大切に育て、社会に発信することが、今こそ必要なの

ではないでしょうか。 

本協会は今年度におきましても、指導者養成事業として

年２回のキャンプ･インストラクター養成講習会の実施、

野外技術ならびに指導技術のスキルアップをはじめとし

た月例会の充実、そして一般市民を対象としたプログラ

ム・クラフト指導と紹介などを行い、キャンプ協会の目的

である指導者の養成とキャンプの普及活動に取り組みま

す。 

また、新規インストラクターならびにディレクター資格

者の拡充を目指し、キャンプ活動の普及とともに、広報誌 

やホームページを始めとした広報の強化をはかっていくも

のとします。 

 新しい規約・会則のもとでの「会員交流」「会員懇談会」

の実施や、キャンプ関係者が一堂に会することができる事

業・プログラムを検討し実施することにより、協会の運営

基盤を強化するものとします。このためにも事務局機能の

強化ならびに委員会の活性化が必要となります。 

1. キャンプの普及活動の強化をはかります 

① 広報協会の案内作成・ホームページの作成・キャン
ピングの発行、外部委託も検討し発行 

② 普及事業、花背山の家主催事業などへの協力他 

③ キャンプ会員が集えるプログラムの企画実施 

2. 協会運営および事業への参画者の拡充と指導者の資質
向上、協会の基盤強化. 

① 委員会および普及事業への参画者拡充 

② キャンプに関する事業の定期的実施（月例会の実施） 

③ 会員交流、会員懇談会などの企画実施 

④ 事務局機能の再構築 

3. 指導者養成の実施と資質向上 

① インストラクター養成講習会の実施（春・秋） 

4. 日本キャンプ協会、地域協会をはじめ関係団体との協
力・連携 

① 日本キャンプ協会事業およびブロック会議へ積極的
に参加・参画近畿ブロックの幹事県としての役割 

② 「関西野外活動ミーティング２０１５」への協力 

③ 広報活動の連携強化、京都府・市との関係強化をは
かる。 

 

 



キャンピングＫＹＯＴＯ 
 

 

 

第５号議案 ２０１５年度委員委嘱報告 

協会規約第１７条により理事会は次の会員を委員として
委嘱しました。敬称略順不同 

森下 克徳、吉田 穂積、冨江美智子、 
古島 光司、船越 義正、塚原 誠一、 

中村 彰利、下村 芳生、竹川 尚美、 

濱野 一彦、林  尚美、洪  承載、 

飯田 敏弘 
 

総会に先立ち理事会において、２０１５年度 

  京都府キャンプ協会の役員が決定されました。 

 

２０１５年度 京都府キャンプ協会 役員 

役 職       氏 名 

  名誉会長      千 玄室 

  相談役       高谷 泰市 

  顧 問       竹内 正照 

  顧 問       浅川 栄治郎 

  会 長       黒木 保博 

  副会長（専務理事） 神﨑 清一 

  副会長（常任理事） 岡本 ヒロシ 

  理 事       遠藤 浩 

  理 事       小嶋 薫 

  理 事       中村 三之助 

  理 事       濱野 一彦 

  理 事       柳沢 傳 

  理 事       安田 公一 

  理 事（事務局長） 飯田 敏弘 

  監 事       井上 哲士 

  監 事       藤尾 実 

 常務理事会 構成員 

副会長（専務理事） 神﨑 清一 

  副会長（常任理事） 岡本 ヒロシ 

  理 事（事務局長） 飯田 敏弘 

 事務局 構成員 

  事務局長      飯田 敏弘 

  事務局       藤尾 実 

  事務局       中村 彰利 

事務局付      中村 めぐみ 

  事務局付      真名子 泰二 

   

 

 

２０１５年度後期 

キャンプインストラクター養成講座 

A日程：＜理論講習＞ 

１０月４日（日）9:50〜17:10 

    会場：京都ＹＭＣＡ三条本館 

＜実技講習＞ 

１０月１０日（土）8:30〜１０月１１日（日）16:10 

    会場：京都ＹＭＣＡリトリートセンター  

Ｂ日程：＜理論・実技講習＞ 

１０月９日（金）15:10〜１０月１１日（日）16:10 

    会場：京都ＹＭＣＡリトリートセンター 

※詳細は京都府キャンプ協会事務局にお問合せください。 

 

 

 

 

 

【京都府キャンプ協会 月例会案内】 

 

［11 月例会］ 
Brush up & Communication 

「葉っぱのクラフト」 Part２ 

ちょっと郊外を散歩してシュロの葉があれば、特に道具

を使わなくてもその場で作れる小動物たち。バッタやカエ

ル、指ハブなんてものも作れるようになります。 

キャンプのちょっとした空き時間に、キャンパーの前で

披露できれば、注目されること間違いなし。きっと夢中に

なって楽しくてロマンチックな時間を過ごすことができ

るでしょう。 

身近な植物を使って葉っぱのクラフト、そんな小技の引

き出しを１つ作りませんか。 

日 時：１１月 ８日（日）１０：００～１３：００ 

場 所：京都ＹＭＣＡ三条本館 

内 容：しゅろやすすきの葉でバッタなどを作ります。 

参加費：１０００円 当日お支払いください 

定 員：３０名  （軽食を用意しています） 

申込〆切：１１月２日（月） 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

［1２月例会］ 
Brush up & Communication 

「次のキャンプで必ず役立つ 

キャンプソング塾」 Part４ 

昨年度のキャンプソング塾パート 3 に引き続き、キャン

プの様々なシーンで仲間やキャンパーとつい口ずさみた

くなるキャンプソングの魅力に迫ります。 

また、キャンプソングのリクエストコーナー、自慢のキ

ャンプソングのご披露コーナーも設けます。 

歌の上手い下手、音符が読めるか読めないかは問いませ

ん。一緒にキャンプソングを歌う喜びを共有しましょう。 

主な予定曲 

「ふしぎなキャンプ」「ハッピーエンド」「雨の唄」 

「青空さん」「素敵な思い出を」「このキャンプが好きさ」 

「キャンプの歌が聞こえる」「この舟をこいでゆこう」 

「キャンプで逢いましょう」他 

日 時：１２月１３日（日）１０：００～１３：００ 

場 所：京都ＹＭＣＡ三条本館 

参加費：１０００円 当日お支払いください 

定 員：３０名  （軽食を用意しています） 

申込〆切：１２月７日（月） 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

お申込み・お問い合わせ 京都府キャンプ協会 

TEL: 075-231-4388   FAX:075-251-0970 

E-mail : kyoto@camping.or.jp 

詳しくはＨＰをご覧ください URL http://kyoto.camping.or.jp 


