
平成２０年度 平成１８年度決算 平成１９年度予算

全国キャンプ大会 in 長崎 事業費 472882 事業費 240000
へ向けて 管理費 563257 管理費 580000

負担金 30000 負担金 30000
平成１９年４月１５日（日），長崎市のボラン 積立金 72000 積立金 72000

ティアセンターにおいて平成１９年度の長崎県キ 予備費 7200 予備費 151000
ャンプ協会総会が行われました。 全国大会費 30000 全国大会 150000
来年度に行われる全国キャンプ大会を控えてい 合 計 1175339

る今年度の総会は活気にあふれていました。 繰 越 307021 合 計 1223000
さて、その全国キャンプ大会について少しまと

めておきます。 ※ 事業費には，活動費や会議費を含みます。
☆ 全国キャンプ大会とは？ ※ 管理費には，交通費，通信費，事務局経費，
→ 日本キャンプ協会が主催するもので、一年に 消耗品費を含みます。
一度、全国各地を舞台に、キャンプ協会会員の ※ 積立金は全国大会へ向けてのものです。
交流とキャンプの普及発展のために行われるイ
ベント。

☆ どんなことをするの？ 平成１９年度事業計画
→ 長崎大会では、昆虫写真家の栗林慧さんの講 ４月 15 日 年次総会（県民ボランティアセンター）

演会や、ハウステンボスの環境システムの見学 ６月３日 キャンプに行こう①(長崎市)

会や多良岳登山、レクレーション協会に協力を ６月８日～ 10 日 野外活動指導者研修会（岩手）

依頼して、様々なニュースポーツなどの活動を ６月 15 日～ 17 日 ＣＤ２ＰＤ講習会（静岡）

計画しています。 ６月 18 日～ 19 日 キャンプ場ミーティング（静岡）

☆ 誰でも参加できるの？ ６月 23 日～ 24 日 BUC（西彼青年の家）
→ もちろんです！老若男女、みんなで楽しめる ６月 30 日～１日 ＣＤ２ＭＤ講習会（東京）

プログラムを現在、企画しています。３日間来 ７月１日 キャンプに行こう②（大村市）

れなくても、少しの時間でもいいので、興味が ７月 14 日～ 16 日 インストラクター養成講習会

あるものに参加してください。 （西彼青年の家）

☆ 参加費用はかかるの？ ８月 17 日～ 19 日 ＣＤ２ＰＤ講習会（鳥取）

→ 施設使用料や材料費などを含めて、現在、参 ８月 31 日～１日 ＣＤ２ＰＤ講習会（北海道）

加費を算出中です。わかり次第、みなさんにも ９月８日～９日 ＣＤ２ＭＤ講習会（石川）

お知らせしたいと思います。 ９月 15 日～ 17 日 全国キャンプ大会（和歌山）

９月 22 日～ 24 日 ＣＤ２ＰＤ講習会（栃木）

この全国キャンプ大会を成功させるためには、 ９月 22 日～ 24 日 自然体験活動青年ミーティング

会員のみなさんの協力が不可欠です。ぜひスタッ （静岡）
フとして参加してください。また、参加者として ９月 29 日～ 30 日 キャンプに行こう③（大村市）

多くの友達、家族を誘って遊びにいらっしゃって 10 月６日～８日 ＣＤ２ＰＤ講習会（福岡）

ください。心よりお待ちしております。 10 月 19 日～ 21 日 ＣＤ２ＰＤ講習会（大阪）

10 月 20 日～ 21 日 ＣＤ２ＭＤ講習会（大阪）

今年度もキャンプインストラクター養成講習会 10 月 31 日～４日 ＣＤ１講習会（大阪）

を７月に行います。夏休みにキャンプに行ってみ 11 月３日～４日 全国キャンプ大会プレ大会（長崎）

ようと思われている方、ぜひ！受講されてくださ 11 月 21 日～ 25 日 ＣＤ１講習会（静岡）

い。昨年度よりカリキュラムが変わり、より実践 11 月 24 日～ 25 日 ニュースポーツフェスティバル

的な内容になっています。多くの方に参加してい （雲仙市）

ただき、より安全で、より楽しいアウトドア活動 12 月１日～２日 ＢＵＣ（西彼青年の家）

に取り組んでもらいたいと思います。 １月 19 日～ 20 日 Ｄ１検定会（東京）

また、今年度新たに、「キャンプに行こう！」 １月 26 日～ 27 日 Ｄ１検定会（箕面）

という企画を打ち出しました。これは、キャンプ ２月３日 おやじキャンプ（長崎市）

に行ったことがないけど興味がある方、キャンプ ２月９日～ 11 日 ＣＤ２ＰＤ講習会（神奈川）

に行ってみたい方等を対象としています。キャン ２月 10 日～ 11 日 ＣＤ２ＭＤ講習会（神奈川）

プの基礎中の基礎を経験してもらうことで、より ☆ その他，毎月西彼青年の家主催事業のお手
身近にキャンプをしてもらいたい！という願いか 伝いを行っています。詳しくは事務局までお
らこの企画を立てています。 尋ねください。

ＮＣＡニュース
長崎県キャンプ協会広報誌 Vol．２

２００７年５月発行



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，長崎県のキャンプ協会に所属するキャンプインストラクターである前途有望な若者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

あれは忘れもしない、大学２年生の春休み。 私がキャンプを好きになったのは、小学生
熊本の阿蘇でちっちゃいおじさんに出会った事 のときから西彼青年の家の事業に参加してお
が、私のキャンプライフの幕開けでした。 り、そこで、テントに寝たり、野外料理など
それまでキャンプとか野外活動をやった事がな をしていくうちに自然とキャンプが好きにな
かった私にとっては、テント設営も寝袋で寝る っていたのです。
ことも、野外で調理することも、とにかくあら しかし、私はただキャンプが好きなだけで
ゆるものが「初めての出来事」でした。 はありません。キャンプに来る人達との出逢
それから早３年。 いが大好きなのです。
気付けば昼間は仕事、夜と休日はキャンプ！な 小さい子供から、大きな大人まで、いろい
生活を送るほど、キャンプ大好き人間になって ろな人達との出逢いがとてもすばらしく、い
ました。そして、キャンプを通じて本当にたく いものです。
さんの素敵な人たちと出会いました。小さな子 そんな中で出逢ったキャンプ協会の人達…、
どもから大の大人まで、普通に生活してるだけ 個性的でとてもすばらしい人達です。
では出会えなかった人たちばかりです。 中でもキャンプ協会のおじ様方(失礼ですが…
その中でも特に、キャンプ協会の方々との出 笑)を私は、師匠と思っております。

会いは、私の人生を変えたといってもいいぐら その師匠達の下で修業し、技術やその他の
いです。 事を身につけ、人に教えれるようになりたい
これから先もキャンプを通して、自分の宝物 と思いつつ、私の話しを終わらせていただき

になるような出会いがいっぱいあるんだろうな ます。
ぁと思います。 皆様にこれからもよろしくお願いします。

まだキャンプをやったことない方、ぜひ一度一 佐藤 琢磨
緒にキャンプやりましょう♪
たくさんの新しい出会いと発見があると思いま
すよ！
以上、当キャンプ協会のマドンナ☆まっちゃん
こと松下裕美でした♪

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！

体験工房 のら
長崎県諫早市多良見町の山の中
℡０９０（２７１６）２７０４ 稲田まで



クラフティ
みなさんは薪を割った経験はありますか？そし ＜ 12 インチのダッチオーブン使用＞

て指導をしている中で「はっ！」とした経験はあ 準備：15 分 焼き上げ：30 分
りませんか？子供だけでなく、大人も多いのが『な ［材料（20cm 型）］
たによる薪割り中ケガ』です。 ・ さくらんぼ 20 個くらい
ここで基本に戻って、もう一度、なたの使い方 ・ 卵 3 個

を話しておこうと思います。 ・ 砂糖 120g
・ 薄力粉 120g

火を起こすためには、薪割りが必要になること ・ 生クリーム 200cc
が多いですね。薪は、細かい枝→太い薪というよ ・ 溶かしバター 50g
うに、順序を経る必要があります。そのために、 ・ キルシュ 大さじ１
薪割りは重要な仕事です。その薪割りでケガをし ☆ さくらんぼのほかに、りんごやももなど
ないためにしなければならないことは、軍手の準 お好みのフルーツにしても楽しめます。
備です。軍手は、利き腕とは逆（薪を支えておく ［作り方］
方）に二重に重ねてつけ、なたを持つ利き腕は素 まずは、ダッチオーブンの準備をします！
手でなければなりません。ここまで、準備ができ ☆ 上火がメインで余熱（ 200 度くらい）をして
たら薪割りのスタートです。 おく。
① 左手で薪を持ち、薪に鉈の刃をピタリと添え ダッチオーブンの底に直接型があたらないよ
ます。 うに、上げ底にする台を入れておきます。

② 刃と薪を密着させたまま持ち上げます。 ① さくらんぼは洗って水気を切って、種を抜く。
③ 空中で左手を離し、鉈と薪を落とします。打 ② ボウルに卵と砂糖を入れてよく混ぜ、薄力粉
撃が加わった時に左手は安全な位置に逃げるよ を加えてさらに混ぜる。
うにします。あくまで刃を食い込ませるだけな ③ 生クリーム、溶かしバター。キルシュを加え
ので、まったく力は必要なく、鉈の重さだけで てさらに混ぜる。
十分食い込みます。 クレープみたいに滑ら

④ 刃が薪に食い込んだら両手で柄を握り、「ト かな生地を作るのがポイ
ントントン」と刃を進めていくと「パリッ！」 ント。
という音とともに真っ二つに割れます。 ④ 型にバター（分量外）

⑤ より安全な方法は、台の上に薪を置き、そこ を塗り薄力粉（分量外）
に刃を置きます。そして刃の背の部分を何かで をふっておく。
トントンと軽く叩いて食い込ませるというもの ⑤ 生地を流し込み、さく
です。 らんぼをそっと生地に載

せる。
どうですか？思い出しましたか？絶対にやって ⑥ ダッチオーブンに入れ

はいけないのが、「左手で支えた木（薪）に鉈を る。上火は自然に落と
落とす（下ろす）」ことです。振り下ろしたなた していくようにしながら 30 分ほど焼く。
が、左手の指を…考えただけで、背中に冷たいも 途中で中の様子を確認しながら、フタを回転
のが走ります。絶対にやめましょう。 させて焼きムラがでないようにすれば完璧で
万が一、ケガをした場合は、止血をしてできる す。

だけ早く病院へ行きましょう。このとき、ケガを
している人を決して責めてはいけません。励まし ★ ダッチオーブンを使ったデザートです。フル
ながら、病院へ連れて行きましょう！ ーツがいっぱい入っていて、とてもおいしいデ
もちろん、ケガをさせないことが私たちの仕事 ザートです。

でもあります。 アウトドアに行っても、甘いものはやっぱり
別腹です。疲れているときに、甘いものは格別
です。

きゃんぷすきる
～なた～

野外調理レシピ

広貫堂 木田薬品

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

代表 木田 寛



ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
★ ６月２３日（土）から２４日（日）にブラッシュアップ＆コミュニケーション（ＢＵＣ）が西海
市の西彼青年の家にて行われます。このＢＵＣは、会員相互の交流を深めるとともに、会員のスキ
ルアップのためのものです。今回は、「アイスブレーキング＆森の夜祭り」というタイトルで、楽
しい企画を準備しています。
参加費 ：２５００円 対象：キャンプ協会会員 アウトドア活動に興味がある方
申込締切：６月１５日（金）

★ ７月１４日（土）から１６日（月）まで西海市の西彼青年の家において，第１４期キャンプイン
ストラクター養成講習会を行います。新たに資格を取得されたい方はもちろん，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。
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６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。
問い合わせ先：長崎県キャンプ協会 養成委員会（担当：辻）

℡０９５９（３２）１３３７ （西彼青年の家）

小さい子どもも自分で
竹を削り，はしを作っ
ています。

西彼青年の家でカーテン
生地を使ってハンモック
を作りました。

風の音を聞いています。秋の
さわやかな風を体全体を使っ
て聞いています。

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

編集後記
広報委員長の西です。
一昨年度の６月に広報誌の第一号を完成させ

てから、長い間ご無沙汰してしまい、申し訳な
く思います。
当初の予定では、年に二回広報誌を発行し、

会員のみなさまだけでなく、非会員のみなさま
にも長崎県キャンプ協会について知ってもらお
う、と考えていたのですが、広報誌まで手が回
らず、発行することができませんでした。
深くお詫び申し上げます。

さて、来年度はいよいよ全国キャンプ大会が
長崎で行われます。全国各地からいらっしゃる
私たちの仲間に楽しい思い出を作ってもらいた
いと思います。そのためには、私たち受け入れ
る側が協力していくことが不可欠です。
みなさんの手で、この全国大会が成功できる

よう協力していきましょう！

発 行：長崎県キャンプ協会
事務局：長崎県長崎市宝町６－３０

℡ ０９５（８４２）００２７
ＵＲＬ： http://nagasaki.camping.or.jp
E-Mail ： office@nagasaki.camping.or.jp
発行日：平成１９年５月

ちょっとアルバム


