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平成１６年度決算 平成１７年度予算平成１７年度
365548 420000長崎県キャンプ協会総会報告！ 事業費 事業費

359991 680000管理費 管理費
20000 40000去る５月８日（日 ，諫早市文化会館において 負担金 負担金）
48000 60000平成１７年度の長崎県キャンプ協会総会が行われ 積立金 積立金
40000 43940ました。 予備費 予備費

833539 1148940総会に先立ち，理事長の稲田俊彦氏より以下の 合 計 合 計
172928ようなあいさつがありました。 繰 越

「今年度は昨年度の反省を踏まえ，例年とは違
った事業計画が事業委員会から ※ 事業費には，活動費や会議費を含みます。
出されている。多くの会員のみ ※ 管理費には，交通費，通信費，事務局経費，
なさまに参加し インストラクター登録費を含みます。
ていただきたいと思う。また， ※ 積立金は全国大会へ向けてのものです。
各委員会とも年間計画をきちん
と定め，会員相互の情報を交換

平成１７年度事業計画するとともに，新会員の発掘に
５月８日 年次総会（諫早市分会館）も力を入れていく。
６月５日 キャンプこれらのことは，長崎県キャ Day

（大村市黒木キャンプ場）ンプ協会が設立１０周年を平成
６月 日～ 日 （西彼青年の家）２０年度に迎えるにあたり，平成２０年度全国キ 11 12 BUC
６月 日～ 日 Ｄ２講習会（埼玉県）ャンプ大会を招致し，実施していく上で，重要な 17 19
７月 日～ 日 インストラクター養成講習会ポイントとして挙げられる。 16 18

（西彼青年の家）と言うのも，ここ数年，長崎県キャンプ協会会
７月 日～ 日 Ｄ２講習会（広島県）員数は横ばい状態にあり，大会運営をしていく上 16 18
８月 日～ 日 Ｄ２講習会（札幌）で，スタッフの絶対数が足りない現状にある。そ 26 28

のため，会員の確保と新規会員を増やしたいと考 ）９月３日～４日 Ｄ１事前講習会（大阪

９月 日～ 日 ファミリーキャンプえている。そこで，会員の皆様のご協力が必要と 10 11
（大村市黒木キャンプ場）なる。

９月 日～ 日 Ｄ１事前講習会（北九州）また，全国大会に向けては，今年度から大会準 10 11
９月 日～ 日 全国キャンプ大会（栃木）備委員会を発足し，話し合いを進めていく。全国 17 19
月１日～２日 Ｄ１事前講習会（東京）大会をぜひ成功させたいので，会員の皆様のご協 10
月 日～ 日 Ｄ２講習会（近畿）力を賜りたい 」。 10 21 23
月 日～ 日 Ｄ２講習会（富山）その他の内容については，以下に挙げます。 10 28 30
月 日～ 日 ニュースポーツフェスティバル◎ 平成１６年度について 10 29 30

（壱岐）・ キャンプインストラクター講習会が参加者
月 日～ 日 Ｄ１講習会（群馬）が少なく ２月に一度しか開催できなかった， 。 11 23 27
月 日～ 月４日 Ｄ１講習会（大阪）・ ブラッシュアップキャンパス（ ）を初BUC 11 30 12
月３日～４日 ＢＵＣ（西彼青年の家）めて開催した。 12

２月４日～５日 ファミリーキャンプ・ ずいぶんホームページを見る人が増えた。
（大村市黒木キャンプ場）しかし，更新内容が写真のアップにとどまっ

２月７日～９日 Ｄ２講習会（京都）ており，さらに充実したコンテンツ作りを目
２月 日～ 日 インストラクター養成講習会指したい。 10 12

（諫早少年自然の家）◎ 平成１７年度について
・ 大村の黒木キャンプ場を利用して，年間を
通じた（６月，９月，２月）キャンプを計画 ☆ その他，毎月西彼青年の家主催事業のお手
している。 伝いを行っています。詳しくは事務局までお

・ インストラクター講習会を夏休みが始まる 尋ねください。
前（７月１６日～１８日）に計画している。
これは，夏休みに向けて意欲が高いと考えら
れるからである。

・ 広報誌を年間２度発行し，会員への情報提
， 。供を図るとともに 非会員への広報に努める

ＮＣＡニュース
長崎県キャンプ協会広報誌 ．１Vol

２００５年６月発行
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私とキャンプ
長崎県キャンプ協会理事長 稲田 俊彦

小学６年生全員約１７０名が海岸近くの原っぱでのキャンプである。持って行ったのは米一合と
毛布だけ。タオルケットなんて当時はなかった。おかずになる食材は海岸に行って取ってくること
である。考えられますか？誰一人文句を言う親はいませんでした。１７０人の児童は思い思いに海
岸で食材を探し何でも取ってくるので，それを調理担当の自衛隊の人が区分けをして種種なおかず
を作ってくれました。キャンプファイヤーもなく「肝試し」的なものをやり，寝るのは円筒形の大
型テントの中にクラス全員が放射状になって寝たのが私のキャンプの初体験です。 《時間経過》
１０年後，山岳グループに所属してからはキャンプが当たり前になりましたが，小学生の時に体

験した感動をもう一度と言いつつ，キャンプの楽しさを求めていろいろなキャンプを経験し現在に
。 ， ，至っております 野外体験活動が強く叫ばれる今日 みなさん方に私の経験を還元したいと願って

無から有『感動』を作り出せる工房をめざしてその名も【体験工房 のら】を開設しました。是非
来てみてください。

会員の声
今回は，昨年度のインストラクター講習会を受講し，今年度から新たに長崎県キャンプ協会の会員

となった２人にキャンプを語ってもらいました。

キャンプとの出会い キャンパーとの出逢い

私は、去年の夏に西彼青年の家を訪れる機会 私がキャンプを好きになったのは、小学生
がありました。そこで話しやすい、おもしろい のときから西彼青年の家の事業に参加してお
所長さんに出会ったことがきっかけで、私のス り、そこで、テントに寝たり、野外料理など
ケジュール帳が変わりだしました。毎月１回は をしていくうちに自然とキャンプが好きにな
西彼青年の家にボランティアに行くようになり っていたのです。
ました これが 私のキャンプとの出会いです しかし、私はただキャンプが好きなだけで。 、 。
毎月、西彼青年の家に通うようになり、キャ はありません。キャンプに来る人達との出逢

ンプインストラクターの講習会があるというこ いが大好きなのです。
とを知り、今年の２月に友だちと受けました。 小さい子供から、大きな大人まで、いろい
内容はユニークな講師による講義とスリル満点 ろな人達との出逢いがとてもすばらしく、い
な実技が盛りだくさんでした。講習会の最後に いものです。

、ある試験にも無事合格することができました。 そんな中で出逢ったキャンプ協会の人達…
個性的でとてもすばらしい人達です。

私は、長崎県キャンプ協会に入ったことでキ 中でもキャンプ協会のおじ様方(失礼ですが…
ャンプを経験する機会が増え、とても楽しいで 笑)を私は、師匠と思っております。
す。しかし、それだけではありません。キャン その師匠達の下で修業し、技術やその他の
プを通して 学校の先生や保険会社のおじさん 事を身につけ、人に教えれるようになりたい、 、
フリーターの人、郵便局のお姉さんなどたくさ と思いつつ、私の話しを終わらせていただき
んの人と出会いました。歳や職業など全然違う ます。
人たちが集まっているからこそ、とても楽しい 皆様にこれからもよろしくお願いします。
です。
キャンプにあまり興味がないなぁという人で 佐藤 琢磨

も長崎県キャンプ協会の人たちとキャンプをし
てみてください。きっと楽しいはずです。私は
今、とても楽しいです。

海老澤睦でした☆

本当の自然体験ができるところだよ！
キャンプができて，ひみつ基地もつくれるよ！
竹細工の竹は自分で切りに行こう！

のら体験工房
長崎県諫早市多良見町の山の中
℡０９０（２７１６）２７０４ 稲田まで
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キャベツの丸煮（コンコンキャベくん）
みなさん，キャンプに必ず持って行く道具の中 ［材料（５～６人分 ］）

に，軍手がありますよね。では，一体何のために ・キャベツ １個
軍手を持って行くのでしょうか？ ・ベーコン １パック
野外炊さんやクラフトなどの作業をする際に， （コーンビーフ缶詰でもＯＫ）

火傷やケガをしないためでしょうか？しかし，現 ・コンソメ ３個
実には野外炊さんの時に火傷を負った方もいらっ ・塩，コショウ 少々
しゃるでしょうし，クラフトの時に小刀やカッタ ・水 １㍑
ーナイフでケガをした方もいらっしゃるでしょう ［作り方］。
素手よりも安全かもしれませんが，大切なこと ① キャベツが１個丸ごと入る鍋に水（１㍑）と

は，どういうときに軍手は安全で，どういうとき コンソメ２～３個を入れ火にかける。
に軍手は危険なのかを明確に知ることです。軍手 ② キャベツを丸ごと十字に切る。
を過信あるいは軽視することがいろんな事故につ （切り離さないように注意する。芯は外さな
ながります。 くてよい ）。
そこで今回は 「軍手」の「熱伝導性」につい ③ 十字に切った切れ目に，ベーコン（コーンビ，

ての話をしたいと思います。 ーフ）を挟んでいく。
④ 鍋に③を入れ，ふたをして中火で１５～２０《軍手の主な素材》

１．純綿：綿１００％ 分位煮る。
２．綿と混紡：アクリル ナイロン ポリエステル ⑤ キャベツがしんなりしたら出来上がり。塩，
３．繊維の上にゴム：手のひら部分に滑り止めの コショウで味を調える。

ゴムの突起のついたもの
４．皮 ★ カンタンにできますが，これがなかなかおい
５．その他 しい！！芯が柔らかくなるまで煮込んだら，最
私たちが「軍手」と呼んでいるものは，１～３ 高です。キャベツの甘みが出て，本当においし

にカテゴリーされる繊維製手袋だと思います。 い。
コツは中火でコトコトと煮込むことです。キ《熱湯がかかった場合》

綿製は２０～２５秒後に６７℃に達したのが最 ャベツはもちろんですが，できたスープもこれ
， ，高であった。混紡製の軍手は１５～３０秒後に内 また美味！ごはんのおかずに ビールのお供に

部が最高の８０～８５℃に達した。熱の伝導性は 最高です。また，野菜嫌いの子どもたちも，よ
混紡よりも綿が低く，それだけ安全である。それ く食べます。
よりも安全なのは革手袋である。革手袋は５０～
６０秒後に最高温度になるがそれでも，４５℃程
度である。 ←ちょっと多すぎ…

革手袋の場合は火傷にはならないが，混紡の軍
手は短時間で熱湯が中までしみ込み火傷の危険性
が高い。綿はしみ込む時間が長く温度も低いが，
安全とは言えない。
《炎に近づけた場合》
（ガスコンロの炎の上１０ｃｍに軍手を置いた
実験結果です ） おいしいので。
綿製は１５秒で焦げだし７５秒で燃え出す。 ガツガツいけます→
混紡製は１０秒で焦げだし２０秒で燃え出す。
化繊製は２～３秒で焦げだし即燃え出す。
皮製は９０秒で焦げだし１２０秒で燃え出す。
表面にゴムがついているものは，３０秒ほどで

ゴムが溶け出し，激しく燃える。

化繊を含む軍手は，火を使う時には危険性が大
きい。
★ 革手袋が理想ですが，それが無理なら綿１０
０％のものがいいようですね。

， ，◎ やけどをした際には 無理に軍手を外さずに
そのまま水で冷やした方がよい，ということも
忘れずに…。

【 】参考文：日本キャンプ協会安全管理委員会「キャンプに軍手は万能ではない」

きゃんぷすきる
～軍手～

野外調理レシピ

木田薬品広貫堂
家庭常備薬のことなら，お任せください！
島原市今川１３１２
電話 ０９５７（６２）５３４６

木田 寛代表
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ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

★ ７月１６日（土）から１８日（月）まで西海市の西彼青年の家において，第１１期キャンプイン
ストラクター養成講習会を行います。夏休みにキャンプの指導を行う方，自分のスキルアップを図
りたい方，キャンプを通じて子どもたち健全な育成を図りたい方，キャンプに興味がある方，キャ
ンプをしたことがないけど，やってみたい気持ちがある方，どんな方でもＯＫです。
長崎県キャンプ協会が誇る最強のスタッフが懇切丁寧に指導いたします。

受講料 ： 一 般 ： １５０００円（テキスト代，資料代，食費，宿泊費込み）
対 象 ：１８歳以上の方 （老若男女問いません）。

すでに資格を取得しているが，再度，勉強したい方。
募集定員：３０名
申込締切：７月８日（金）
内 容 ： キャンプの基礎から歴史，安全に関すること，マナーに関すること，キャンプカウン

セリングなどの理論的なこと，キャンプ生活に関する基礎実技から野外活動種目などの
応用実技を学習し，さらにその体験をもとに指導実習を行います。
資格認定：資格を取得する際には，講習会受講後，試験を受けて，合格すると資格が

認定されます。ただし，認定には別途１５０００円が必要となります。

★ ＢＵＣについて
長崎県キャンプ協会でも，昨年度よりブラッシュアップキャンパス（Ｂｒｕｓｈ Ｕｐ ＣＡＭＰ

ｕｓ）を本格的に行っています。
， ， 。 ，ＢＵＣとは 簡単に言えば キャンプ指導者会員のためのフォローアップ研修です 目的としては

①新しい情報の収集 ②知識・技能の習得 ③指導者相互の交流を促す場
として設定されています。
また，受講すると記念品がもらえる！ということもありますから，これを機会にぜひ，足を運ばれ

てください。もちろん，非会員のみなさまに来ていただくのも大歓迎です。
今年度は２回企画されていますので，会員の皆様，なんとかスケジュールを空けて，１回は来てく

ださい。楽しく情報交換をしましょう。

去年のブラッシュアップ講習
会の一コマ。綱渡りをしまし
た。結構な高さなんですよ。

これは２月に行われた
インストラクター講習
会です。テントの立て
方も学習します。

キャンプでは，年の差な
んて関係なく，仲良くで
きる！というのも魅力の
一つですよね。

★ みなさんからの写真を募集しています。
。事務局まで に添付して送ってくださいE-mail

編集後記
広報委員長の西です。
ずいぶん前から広報誌を作ろう！という話は

来ていたのですが，ＨＰ作りに躍起になって
いて，そこまで手が回りませんでした。そし
て，今年度，ようやく重い腰を上げ，回転の
遅い頭から煙を出しながら，なんとか広報誌
を作り上げることができました。
今後もキャンプ協会の情報を発信するための

手段としての広報誌になれば，と思います。ま
た内容については，これから充実していけるよ
う努力したいと考えています。
そのためには，みなさんの忌憚のない意見を

賜りたいと思います。よろしくお願いします。
また，突然，原稿の依頼をするかもしれませ

んから，そのときにはイヤな顔を一つだけ見せ
るのは構いませんから，その後は笑って許して
ください。

発 行：長崎県キャンプ協会
事務局：長崎県島原市今川町１３１２

℡ ０９５７（６４）８０６７
http://nagasaki.camping.or.jpＵＲＬ：

E-Mail office@nagasaki.camping.or.jp：
発行日：平成１７年６月

ちょっとアルバム


