キャンプインストラクター養成講習会
同時開催 リーブノートレイスアウェアネスワークショップ
キャンプ指導に興味がある！キャンプをきちんと学びたい！
アウトドア事業に役立てたい！資格を取りたい！
大学等で課程認定団体として実施したい！
指導法、環境、安全を実践的に総合的に学べる
キャンプ場と野営場（森）でのテント泊、六甲山最高峰と有馬温泉へのトレッキング
楽しく学び、スキル、専門性を身につける指導者養成
事後も受講者のネットワークで交流も活発にあります
※過去の受講者の感想やメッセージを、ぜひお読みください。
https://osakaymca.or.jp/wellness/outdoor-training/index.html

開催要項
主

催：
（公財）大阪 YMCA ウエルネス事業本部

後

援：公益社団法人日本キャンプ協会

日

時：2022 年 9 月 23 日（金・祝）10 時集合 ～25 日（日）18 時解散

場

所：六甲山 YMCA 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲 875 Tel.078-891-0050

対

象：キャンプ指導者を志す 18 歳以上の方

内

容：A.キャンプインストラクター養成カリキュラム

2泊3日

（公社）日本キャンプ協会

1.理論 キャンプの特性、キャンプの対象、キャンプの指導、キャンプの安全
2.実技 様々なアクティビティ、キャンプの生活技術、キャンプの安全
B.リーブノートレイスアウェアネスワークショップ

（NPO）リーブノートレースジャパン

環境倫理プログラムの体験と理解 A.-2.を通して
特

徴：本講習会は野外で理論と実技を学びながらの実践形式でおこないます。
・ソロテント（mont-bell ステラリッジ）、寝袋、調理器具、ザックをお貸しします（受講料に含む）。
・1 日目はキャンプ場で、2 日目は野営場（森）でソロテント泊となります。
・最終日は六甲山最高峰へ登り、有馬温泉まで約 10km のトレッキングを行います。

テキスト：
「キャンプ指導者入門」第 5 版（公社）日本キャンプ協会編 2,200 円 ※当日配布します
定

員：20 名（先着順）

受 講 料：20,000 円 内訳）指導料、装備使用料、消耗品、宿泊費、食材費（1 日目夕食）、保険料
※上記の他に六甲有馬ロープゥエー1,030 円、六甲山頂駅からのバス代 220 円の交通費が必要です

諸 経 費：キャンプインストラクター資格登録には、別途 15,300 円が必要です（当日支払い）
内訳）受験料 1,100 円、公認料 1,100 円、登録料 1,100 円、入会金 5,000 円、
年会費・日本協会 3,000 円、都道府県協会 2,000 円、事務手数料 2,000 円）
費用総額：受講料 20,000 円+テキスト代 2,200 円＋交通費 1,250 円+諸経費 15,300 円= 38,750 円 ※当日払い
資格など：すべてのカリキュラムを十分に修了し／すると
Ａ．修了試験に合格すると（公社）日本キャンプ協会公認キャンプインストラクター資格が取得
できます。
Ｂ．NPO リーブーノートレイス認定の Awareness Workshop 修了証を取得できます。
申込締切：2022 年 9 月 15 日（木）17 時
申 込 後：詳細の事前資料をメールでお送りします。
申込方法：WEB サイト掲載情報確認後、専用申込フォームよりお申し込みください。
https://osakaymca.or.jp/wellness/outdoor-training/camping.html

スケジュール
9 月 23 日（金・祝）

9 月 24 日（土）

9 月 25 日（日）
5:00

6:00

10:00

集合

9:00

開校式,オリエンテーション

12:00

10:00

朝食（自炊）

撤収

撤収

キャンプの安全
12:00

8:00

トレッキング出発

キャンプの指導法

キャンプの特性

昼食（自炊）

11:00

六甲山頂

12:30

有馬温泉

行動食

キャンプ場での生活環境づくり

野営場での生活環境づくり

野外生活技術

野外生活技術

15:10

有馬温泉駅発

環境倫理

15:22

山頂駅着

キャンプの安全

15:43

山頂駅バス出発

夕食（自炊）

15:50

記念碑台下車

ミーティング

16:15

六甲山 YMCA

16:45

修了試験

環境倫理

キャンプの安全
夕食（グループ自炊）

18:00

ミーティング
21:00

朝食

環境倫理

キャンプの対象

18:00

起床

コミュニケーション活動

昼食（持参弁当）

起床

入浴

21:00

就寝

自由時間

就寝

事務手続き
18:00

閉校式

終了

※食事：１日目昼食は持参弁用、3 日目昼食は行動食、その他全食自炊です
※天候等によってスケジュールやトレッキングルート・目的地が変更になる場合があります

アクセス：六甲山へは自家用車でのお越しをおすすめします。公共交通機関をご利用の場合は、事前に集合
時間に間に合う経路（バス、ケーブルカー等）をご確認ください。
持 ち 物：キャンプ指導者としてふさわしい服装、装備をご準備ください
帽子、T シャツ（半そで）
、長袖シャツ、トレッキング用長ズボン、トレッキング用ソックス、靴下、
トレッキングシューズ、雨具（上下セパレート）
、ヘッドライト（予備バッテリー含）
、軍手、
防寒着、筆記用具、スマートフォン、スマートフォン用バッテリー、タオル、洗面用具、
ロープワーク用ロープ（２ｍ,太さ 6mm 以上）
、ビニール袋（45ℓ）
、ジップロック（S,M,L）、
1ℓ以上のウォーターボトル※ナルゲンボトルが望ましい、マッチ（ライター）
、布巾、雑巾、
ナイフ（調理用）、まな板、はし、フォーク、スプーン、ゴムへら
弁当・食材・飲物（1 日目昼食弁当、朝 2 食、昼１、夕 1 食、行動食１）※事前資料で詳細をお伝えします
保険証、受講料、登録料
コロナ対策：ワクチン接種証明書の提出、開催 10 日前からの健康観察記録を提出いただきます。
そ の 他：大阪 YMCA 主催のキャンプインストラクター養成講習会の様子が、HP でご覧いただけます。
受講者の感想やメッセージをぜひお読みください。
お問合せ：
（公財）大阪 YMCA ウエルネス事業本部
Email : outdoor-training@osakaymca.org
TEL : 078-891-0050（六甲山 YMCA）
（公財）大阪 YMCA ウエルネス事業本部は
・（公社）日本キャンプ協会課程認定団体です
・（一社）Wilderness Education Association Japan 団体会員です
・（NPO）Leave No Trace Japan 団体パートナーです

・Wilderness Medicine Training Center の講習実施団体です
・MFA MEDIC First Aid®トレーニングセンターです

主任講師：林健児郎
（公財）大阪 YMCA ウエルネス事業本部 野外教育・研修事業長,六甲山 YMCA 所長,呼子高原キャンプ場長
元日本キャンプ協会スタッフ,広島県キャンプ協会副会長,（一社）WEAJ 理事,WMTC 野外救急法アシスタントイン
ストラクター, MFA MEDIC First Aid@トレーナー・インストラクター, リーブノートレース Master Educator,他。
キャンプディレクター１級養成講習会コースディレクター他、ディレクター２級養成講習会、インストラクター養
成講習会、その他研修等で多数指導。野外教育指導歴２０年以上。M.S. Health& Physical Education,修士（学術）,
中高保健体育（専修）,総合旅程管理研修修了,SDGs 検定修了他

