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夏前にキャンプ資格を得ておく

 仼ꄋ؛ؙٛ٤٘ب٭ط٤ِؔط٭٤ׇמء䦙䏨ױն
☆2022 夏の回 受講のしかた

【オンライン講習 90 分 ×８回】 ZOOM 講習 ・ 課題あり
&
【課題 ８時間分】 グーグルフォーム回答 ・ 動画視聴
&
【キャンプインストラクター資格試験】

⾃由だからこそ確かでありたい

キャンプは

「焚⽕に必ず必要な物は︖」
「焚⽕シートのウソ・ホント︕」
「キャンプに⾏くときに保険は︖」
「⼀番役⽴つロープワークは︖」
「⽔辺で遊ぶときの具体的な安全管理は︖」

【実施⽇と内容】
※時間はいずれも 20:00 〜 21:30
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※基本ビデオオン（顔出し）

１回 ５⽉２２⽇ ⽇曜⽇ 「キャンプとは何か（概論・歴史・⽂化 )」理論

「SNS や動画配信で安全に⾒せるには︖」

２回 ５⽉２７⽇ ⾦曜⽇ 「ロープワーク 2 つ（⽣活技術）」実技
３回 ６⽉ １⽇ ⽔曜⽇ 「指導者の役割（指導・組織）」理論

 ס־׆４回
５回
ٔ؞٤ עو６回
舅⮆ؕذتٜն ７回

（希望者のみ）

誰かをアウトドアへ連れてゆく人のためのキャンプ講習会 2022 夏の回
１、 オリエンテーションミーティング 事前説明会を行います。 参加無料です。
202２年５月１３日 （金） 20:00 ～ 21:00
※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。 Q: すべての受講は難しいのですが・・・
A: やむなく⽋席の回があ
れば
２、 受講費用
合計 30,000 円

講習の録画視聴と課題で履
修できます！
Q: 試験が不安です。
ように
A: きっと合格できる
ご安⼼ください！
す！
しま
ロー
フォ

※自分キャンプは希望者のみのオプション （別料金）

（受講料 12,500 円 資格登録諸費用 15,300 円 テキスト 2,200 円）

★Google フォームからエントリー
★メール送信でエントリー

都道府県協会は在住在勤の
都道府県にして頂きます。

※掲載写真はもちろんイメージです。
もう少し詳しい
資料があります。
ご請求どうぞ。

必要事項記入のうえ、 メールでのエントリー OK
※「202２夏の回○○希望」 とメールください。

メールとか！

info@dol-camp.org
ヒゲッチキャンプ場まで

メール

ブログ

ツイッター

ご連絡は
・名前
・電話番号
・都道府県
を必ず。

キャンプはなんだっていいけれど
どうでもいいわけじゃない。

Q: 今からでも間に合いますか？
A: 動画視聴と課題提出が間に合えば
講習開始後のエントリーも OK です！

エントリー用
グーグル
フォーム
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⾔いたいことがありすぎて
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毎度チラシは⽂字ばかり。

６⽉ ７⽇ ⽕曜⽇ 「粉を⾷べよう（野外炊事）」実技
６⽉１０⽇ ⾦曜⽇ 「安全安⼼の技術（安全・リスク）」理論
６⽉１４⽇ ⽕曜⽇ 「⾃分のためのファーストエイド（安全）」実技
６⽉１６⽇ ⽊曜⽇ 「ナイフワーク、刃物（クラフト）」実技

８回 ６⽉２２⽇ ⽔曜⽇ 「グループキャンプのポイント（企画）」理論

※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。 ※講習内容の⼊替がある場合があります。
☆おまけの回（参加しなくても OK）
・６⽉２８⽇（⽕）「プロの⽕ ほか」20:00 〜 22:00
ソロ
※上記は諸事情により予告なく変更する場合が
ビギナー 教員
あります。ご承知おきください。
☆⾃分キャンプ ※希望者のみ 実技体験講習
保育士 ファミリー
６⽉３・４・５⽇ のうち ⽇帰りまたは 1 泊
ユーチューバー
※寄居駅 集合 9:00・解散 17:00
オート グループ
※マイカー参加も OK
ブッ
シュクラフター
※上記は諸事情により予告なく変更される場合が
バイカー 徒歩
あります。ご承知おきください。

ZOOM を利⽤します。初めての⽅、不慣れな⽅、
事前に練習できますのでご相談ください。
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５、 申込方法 以下のどちらかでお申込みください
※締め切り ５月２０日 （または定員になり次第）

合格前提でお願いひとつ
資格取得時に登録する

オンラインで基本を押さえ
フィールドで試⾏錯誤。
いつのまにかうまくなる。
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３、 対象 18 歳以上
４、 定員 ６０名
※自分キャンプは各回 15 名※先着順
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☆オプション 自分キャンプ

ガレージブランド

誰かを連れてキャンプに行くなら
写真や動画でキャンプのステキを広めるなら
安全技術、安心キャンプを少し学んでおこう。

アウトドア系 WEB
知識や技術が
増えるのは
誰だって
気分がいいし
安心できる

愛と想いは誰でも持ってる標準装備、技術と知識でちゃんとやる。
【講師】伊藤光太郎（いとうこうたろう） ヒゲッチキャンプ場代表 / ルーテル学院⼤学⾮常勤講師 // 佐久⼤学⾮常勤講師 /
東京都キャンプ協会理事 / 動物取扱業 / チェンソーアーティスト / アウトドアコンテンツ監修（出演）業
■キャンプ指導歴 36 年 ■企画キャンプ年間約 100~150 泊 ■⾏政⻘少年事業 30 年（企画・講師） ■資格講習会数えきれず。
☆最近のメディア協⼒ NHKBSP 魂のタキ⽕焚⽕監修、天才てれびくんキャンプ回出演・監修、極上三ツ星キャンプ三ツ星
フィールド出演・監修、ハンサムゼミキャンプ回出演・監修、など ※ブログ・YouTube なども参考になさってください。

