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<<平成２４年度定期総会>> 

 平成２４年度定期総会は、６月２日（土）、国立赤

城青少年交流の家において開催されました。 

規約により会の成立が承認され、提案された議題は参

加者の慎重な審議により、すべてが承認されました。 

 

今回の主な審議内容 

第１号議案 平成２３年度事業報告・会計報告 

第２号議案 平成２３年度収支決算報告 

第３号議案 平成２４・２５年度理事・役員・正副委 

員長等の選出について 

第４号議案 平成２４年度事業計画について 

第５号議案 平成２４年度収支予算について 

第６号議案 規約の改正について 

第７号議案 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 平成２４／２５年度理事役員 － 

相 談 役 石原 桂 

会 長 藤生 昌利 

副 会 長 工藤 郁二 

理 事 長 小野里 清治 

副理事長 藤沼 真由美 

     新島 邦彦（事務局担当兼務） 

理 事 小林 清美、河田 友和、岩崎 和子 

青木 雅直、米山 武志、福田 比呂恵 

猪野 裕子、川島 進吾 

会 計 倉上 大樹 

監 事 青木 美幸・丸山 博 

広報・組織拡張委員会 

委 員 長 大友 健也 

副委員長 小川原 直史、野口 雅樹 

指導者養成委員会 

委 員 長 松井 良介 

副委員長 岩切 信之、丸山 峰樹 

キッズプログラム委員会 

委 員 長 西田 雅人、副委員長 松井 和也 

チャレンジプログラム委員会 

委 員 長 佐藤 史隆、副委員長 木暮 佑香 

群馬県レクリェーション協会 

評議委員 藤生 昌利（会長） 

群馬県青少年団体連絡協議会 

運営委員 藤生 昌利（会長）、小林 秀平 

県立東毛青少年自然の家施設運営委員会 

委員・監事 小野里 清治（理事長） 
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委員会活動メンバー大募集！！ 

 資格を取得しても、活用する場がない・・・と感じ

ていませんか？ぜひ、委員会活動に参加してみません

か？事業実施に向け、各委員会は活動しています。 

顔が見え始めると、次のステップが見えてきます。

皆さんからの声を待っています。 

<<各委員会紹介>> 

キッズプログラム委員会 

 新しく委員長となりました西田雅人です。 

キッズプログラム委員会では、これまで５月に野外料

理をメインとしたディキャンプと、晩秋にハロウィン

やクリスマスなどをテーマにした１泊２日キャンプ

を実施しています。参加対象は幼児から小学３年生ま

での親子です。 

 活動自体も年々活況を呈していて、参加者も増加し

、リピーターも増えているため、あの手この手の工夫

を凝らしたプログラムを取り入れ、今年５月には「手

作りソーセージ」までトライしました。 

 キッズプログラム委員会では、工夫を凝らしたプロ

グラムや高度なスキルを身につけたい協会員を大募

集しています。そして参加者を楽しませ、何よりも自

分自身が一番楽しみたい方々はぜひ次回のキッズキ

ャンプにスタッフで参加してください、 

スタッフの募集は随時していますのでお気軽に声を

掛けてください。 

ではこれからも、キッズプログラム委員会をよろし

くお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャレンジプログラム委員会 

 この度、委員長に任命された佐藤史隆です。 

『チャレンジ』とは、挑戦・やりがいのある・魅惑的

な～といった言葉の意味があります。私たちは、これ

までのキャンププログラムの善いところを引き継ぎ

ながらも、新たな事や新たな取り組みを極力組み込め

るように行なっていきたいと考えています。 

 ～新しい発見や気づきは、今後の人生において、大

変貴重な財産になる～ということをテーマにして、こ

れから出逢うであろう様々な笑顔たちに遭遇できる

のを楽しみにしています。 

これまでに、大自然を活かした１泊２日の野外キャ

ンプを中心に行っています。参加対象は、小学校 3

年生から小学校 6年生。 

 未熟者ではありますが、皆さんのご指導・ご鞭撻を

頂きながら、委員の仲間と共に笑顔豊かな活動にして

いきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

<<スタッフ大募集>> 

◎キッズプログラム委員会主催 

「ホップ★すてっぷ★キャンプ」 

開 催 日 平成２４年１１月３日（土）～４日（日） 

開催場所 県立東毛青少年自然の家 

対 象 幼児から小学校３年生 

 

スタッフが不足しています。これを

機に活動したい方は是非、事務局ま

でご一報ください。 
 

＜広報・組織拡張委員会からのお知らせ＞ 

．協会のＨＰがリニューアルしました。（スマホ対応） 

ＵＲＬ：http://gunma.camping.or.jp 

お気に入りなどにご登録いただくことを 

おすすめいたします。
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＜＜豆知識：虫刺され対処法＞＞ 

虫刺されは、大変身近な皮膚病です。 

治療法や予防法を確認して、虫さされ対策を行いま

しょう。  

ハチ                  

刺されたときの症状 

激しい痛みと、真っ赤にはれあがるのが特徴です。 

アナフィラキシーショックと呼ばれる吐き気・発熱・

血圧低下などの全身症状があらわれることもありま

す。  

治療法 

まず、針が残っていないかを確認します。残っている

場合などは毛抜きなどですぐに抜くこと。 

患部を水で流して毒を洗い流します。ステロイドのは

いったかゆみ止めも効果的です。 

症状がひどい場合には、必ず医師・薬剤師に相談しま

しょう。  

予防法など 

まずハチの巣に近づかないことが大原則。 

ハチの巣に近づくと、ハチはからだの周りをブンブン

と飛んで警告してきます。逆にハチがからだの周りを

飛んでいるな、と思ったら近くにハチの巣があること

を警戒した方よいでしょう。 

またハチは黒い色・濃いカーキ色に反応しますので、

服装に気を付けること。  

蚊 

刺されたときの症状 

患部が赤くはれて激しいかゆみを伴います。  

治療法 

どんなにかゆくても、かかないようにするのが肝心。 

市販の虫刺され用の薬がないときには、石けん水を患

部に塗ったり、酢を塗ったりすることでもかゆみがお

さまります。  

予防法など 

防虫スプレーやシートなどが効果的。 

夏のアウトドアでは防虫スプレーが汗で流れ落ちて

しまいますので、２～３時間に一度塗りなおす必要が

あります。 

また蚊は水まわりに集まりやすい傾向があります。や

けに蚊が多いな、と思ったら近所の池や下水などに集

まっているのかもしれません。 

蚊取り線香を使う場合も、蚊の集まりやすい水のある

場所に置くと効果的です。  

ブヨ（ブユ） 

刺されたときの症状 

チクッとした痛みがあり、出血することもあります。

赤くはれてかゆみが出て、皮膚が張った感じに。  

治療法 

出血があるときには、傷口をきれいな水で洗い流しま

す。 

水や冷たい湿布で冷やすのも効果的です。  

予防法など 

虫よけスプレーが効果的です。 

アウトドアのときなどは２，３時間に一度スプレーす

ると良いでしょう。  

毛虫・蛾 

刺されたときの症状 

素手で触るとピリピリとしびれた感じがしてかゆみ

が出てきます。  

治療法 

皮膚についた毒針毛を、粘着テープで取り除くか、水

で洗い流します。 

その後、早めに抗ヒスタミン剤の入ったかゆみ止めを

塗りましょう。  

予防法など 

ガーデニングのときには、長袖・長ズボンで作業しま

しょう。  
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＜キャンプソング＞ 

『ともだちになるために』 

作詞／新沢としひこ 作曲／中川ひろたか  

 

友達になるために 人は出会うんだよ 

どこのどんな人とも きっと分かり合えるさ 

友達になるために 人は出会うんだよ 

同じようなやさしさ 求め合っているのさ 

 

今まで出会ったたくさんの  

君と君と君と君と 君と君と君と君と 

これから出会うたくさんの 

君と君と君と君と 君と友達 

 

友達になるために 人は出会うんだよ 

ひとりさみしいことが だれにでもあるから 

友達になるために 人は出会うんだよ 

だれかをきずつけても 幸せにはならない 

 

今まで出会ったたくさんの  

君と君と君と君と 君と君と君と君と 

これから出会うたくさんの 

君と君と君と君と 君と友達 

 

 

『キャンプのおまじない』 

キャンプのおまじない 楽しいおまじない 

これさえとなえりゃ キャンプは天国 

ヘイヘイヘイ！ 

 

ガンババルンバ（ガンババルンバ） 

バリババローデ（バリババローデ） 

ガンババラーニャ（ガンババラーニャ） 

ガンバラバリバレ バルバロウ 

（ガンバラバリバレ バルバロウ） 

 

 

公益社団法人日本キャンプ協会公認 
＜2012 年度 

キャンプディレクター養成講習会＞ 

・キャンプディレクター養成講習会は、キャンプの「提

供者」としての知識・技術を学ぶ講習会です。 

キャンプディレクター２級は、企画の方法や指導法を

学ぶＰＤ（プログラムディレクター）コースと、現場

での運営のノウハウを学ぶＭＤ（マネジメントディレ

クター）コースがあります。 

・キャンプディレクター１級はキャンプの総合的な指

導と、組織の管理運営を学びます。 

詳しくは日本キャンプ協会ＨＰをご覧ください。 

キャンプの楽しみと喜びをより多くの人へ。 

あなたのご参加をお待ちしています。 

 

キャンプディレクター２級 プログラムディレクタ

ー（ＰＤ） 

千葉会場  ※NPO法人東京都キャンプ協会主催 

愛知会場   

奈良会場  ※大阪府キャンプ協会主催 

 

＜セラヴィリゾート泉郷の利用について＞ 

日本キャンプ協会の会員のみなさんは、セラヴィリゾ

ート泉郷を優待価格でご利用いただけます。 

詳しくは、ホームページをご覧ください。 

http://www.izumigo.co.jp/tokuwari/ 

 

★会費・更新料は納入済みですか？ 

 平成２４年度、会費・資格更新料の振込用紙が日本

キャンプ協会より郵送されています。納入がお済でな

い方は、早めに納入の程よろしくお願いいたします。

便利な口座振替もご利用下さい。口座振替は日本キャ

ンプ協会へお問い合わせ下さい。 

発行：小野里 清治 編集：野口 雅樹 

 広報誌の無断転載を禁じます。 

関係者にはＰＤＦ配布も可能です。 


