主催 NPO 法人東京都キャンプ協会 企画運営 HCG&DOL
キャンプインストラクター資格取得のための養成講習会【オンライン】

誰かをアウトドアに連れてゆく人のためのキャンプ講習会
2022 早春の回

オンライン講習会

全８回

１、オリエンテーションミーティング （要申込）
2022 年 2 月 7 日

月曜日

20:00～21:00

事前説明会を行います。参加無料です。
※オリエンテーションミーティングに参加できなくても受講申込み OK です。
２、講習の方法
資格取得必要な理論 10 時間と実技 10 時間すべてオンライン+課題で履修します。
オプションで実技の機会も用意しています。

必須

必須

オンライン講習 【ZOOM 講習】1６時間
ZOOM を利用したオンラインでの講習です。課題含めて 20 時間分になります。
講習：90 分×８回
課題：8 時間分（指定動画を視聴する課題もあります。）
★出欠確認は課題の提出で行いますので、課題は必ず提出してください。
キャンプインストラクター資格試験
すべての課題・レポート類を提出済みの方に試験を実施していただきます。
期限までに回答して提出していただきます。

「自分キャンプ」
（希望者のみ）
オプション

実技を実際に体験するデイキャンプ講習を用意しています。
★オンライン講習について
・ZOOM 利用・定員 90 名
※ビデオオン（顔出し）での参加が基本です。（諸事情で顔出し NG の方はお申し出ください。）
※ブレイクアウトセッション（オンラインでグループディスカッション）も使用します。
★オンライン欠席について
欠席の回は ZOOM 録画をオンデマンド視聴＋課題提出で履修できます。
★「自分キャンプ」（オプション）について
・人数 先着順各回 15 名 ・会場 ヒゲッチキャンプ場（埼玉県児玉郡神川町）
・概要 火おこし・料理・スキルアップ。みんなでソロキャンプのような感じです。
・集散 集合 9：00 寄居駅北口 解散 17:00 寄居駅北口 マイカーで直接来場 OK（要予約）
・持ち物 ・雨具・軍手・帽子・飲み物・マスク他衛生用品など。
食材やキャンプ用具はすべてお貸しします。

3、対象
18 歳以上 キャンプ経験はゼロでも大丈夫です。
４、実施日と内容
オリエンテーションミーティング
◎2 月 7 日（月） 20:00～21:00 ZOOM 利用 要申込
オンライン講習
１回

2 月 17 日

木曜日 20:00～21:30 「キャンプとは何か（概論・歴史・文化)」理論

２回

2 月 22 日

火曜日 20:00～21:30 「ロープワーク 2 つ（生活技術）
」実技

３回

2 月 25 日

金曜日 20:00～21:30 「指導者の役割（指導・組織）」理論

４回

2 月 28 日

月曜日 20:00～21:30 「粉を食べよう（野外炊事）
」実技

５回

3月7日

月曜日 20:00～21:30 「安全安心の技術（安全・リスク）」理論

６回

3 月 10 日

木曜日 20:00～21:30 「自分のためのファーストエイド（安全）」実技

７回

3 月 15 日

火曜日 20:00～21:30

８回

3 月 18 日

金曜日 20:00～21:30 「グループキャンプのポイント（企画）
」理論

「ナイフワーク、刃物（クラフト）
」実技

※オンラインライブ講習が基本ですが、講師の都合で「ライブオンデマンド」になることが
あります。※その他の項も参照
※講習内容の入替がある場合があります。
【おまけの回】フォローミーティング（参加しなくても OK）
・3 月 23 日（水）
「リクエスト・Q&A」20:00～22:00 遅刻早退 OK。
５、受講費用
下記の費用を事前に入金して申込完了となります。
① 受講料 12,500 円
② 資格登録費用（初年度年会費を含む） 15,300 円
③ テキスト代 2,200 円
合計 30,000 円
★お支払いは銀行振込のみです（クレジットカード等の扱いはありません）
6、定員・締め切り
☆定員

90 名

☆申込締め切り

2 月 10 日（または定員になり次第）

★講習スタート後の申し込み
・スタート時に定員に充ちていない場合、スタート後でも受け付けます。
・スタート後の申し込み締め切りは 2 月 23 日とします。
（講習は進んでいるので足りない分の講義は録画視聴で履修してください。）

７、
「自分キャンプ」 （希望者のみ）
※「５受講費用」とは別料金です。
下記期間から選んでください。各回１５名まで
◎期間：3 月 4 日（金）～6 日（日） 日帰り（宿泊も一泊まで可）
◎集合解散：9：00 集合～17：00 解散（寄居駅北口）
マイカーで直接集合も可（ヒゲッチキャンプ場 埼玉県児玉郡神川町上阿久原 1012）
◎費用：HCG の資格取得講習会経験者（受講中含む）は 7000 円 （一般参加は 9500 円）
【1 泊まで宿泊 OK】
寄居駅 9：00 朝までコース 10,500 円（一般

14,000 円）

寄居駅 17:00 夕までコース

17,000 円）

13,000 円（一般

日程
3/4、 3/5、 3/6

3/4～5

、3/5～6

コース
各日帰り

受講生

一般

¥7,000

¥9,500

朝まで

¥10,500

¥14,000

夕まで

¥13,000

¥17,000

一泊二日

◎内容：
「自分キャンプ」
・自分用の焚火で自分だけで料理、を中心にやってみたいことをプラス。
オンラインだけでは不安が残るという方へ、実技のフォローが目的です。
８、申し込み先
★Google フォームからお申込ください
https://forms.gle/LLX4Bqhar8aFir2b8
★メールで以下をお申込みください お申込み先メールアドレス→ info@dol-camp.org
①氏名 ②ふりがな ③性別 ④生年月日 ⑤郵便番号 ⑥住所 ⑦電話番号 ⑧メールアドレス
⑨今回の講習でキャンプインストラクター資格を取得しますか？
⑩キャンプインストラクター資格を既に持っている人は、DOL ヒゲッチキャンプ場で取得しました
か？他の講習会で取得しましたか？
⑪オプションの「自分キャンプ」に参加しますか？
⑫「自分キャンプ」参加希望の方はどのコースですか？
日帰りコース 3/4（金）
日帰りコース 3/5（土）
日帰りコース 3/6（日）
一泊朝までコース 3/4～3/5（金土）

一泊夕までコース 3/4～3/5（金土）
一泊朝までコース 3/5～3/6（土日）
一泊夕までコース 3/5～3/6（土日）
⑬「自分キャンプ」へ参加の方は希望の交通手段を選んでください
電車で「寄居駅」集合（キャンプ場まで送迎します）
自家用車で直接キャンプ場に集合
お申込み後、2 日以内に shihodol@dol-camp.org から受付のメールを送ります。
受信できるように、迷惑メール設定の見直し等をお願いします。 2 日経ってもメールが来ない場合
は再送しますので、お電話ください。03-3951-8573

９、そのほか
・保険について
日帰りの傷害保険に加入します。講習に起因する事故怪我について、各回講習が終わるまでに自己
申告してください。申告がない場合は保険が適用されないことがあります。
・
「ライブオンデマンド」について。
時期的に、講師に急なメディア協力の仕事が入ることがあります。
その際は☆開催日時は同じ☆講習は録画☆途中でブレイクアウトセッションもある
スタッフがコントロールする講習を用意します。

HCG&DOL ヒゲッチキャンプ場
DOL オフィス

埼玉県児玉郡神川町上阿久原 1012

161-0032 東京都新宿区中落合 2-21-11

info@dol-camp.org

03-3951-8573

という、

