愛知県キャンプ協会

2021 年度事業報告

１．2021 年度総会 ※2021 年 5 月 30 日現在 80 人 団体会員 10 団体
期
日：日時：2021 年 5 月 30 日(日)10 時 00 分～11 時 10 分 オンライン開催
議
案：2020 年度事業報告・会計報告・監査報告、2021-2022 役員、2021 年度事業計画及び予算案
議決内容：オンライン参加者 28 人 、総会表決書参加者 4 人、委任状 33 人 合計 65 人
全ての議案について多数の賛成を得て承認。
２．普及推進事業
あいちキャンプフェスタ 2021 ＊（公社）日本キャンプ協会ビジョン 2020 推進事業。子どもゆめ基金助成活動。
・実行委員会（7 月から実施までにオンライン開催を含む 9 回実施） ※7 月上旬～11 月上旬実施
・運営スタッフ研修会（9/26 安城デンパーク実地踏査）
①大高緑地公園あきまつり会場
会場：大高緑地公園（名古屋市緑区）
定員 150 人
期日：10 月 3 日（日）【開催中止：新型コロナウイルス感染症拡大により大高緑地公園秋まつり中止のため】
②安城デンパーク会場
会場：デンパーク安城（安城市）
定員 150 人
期日：10 月 23 日（土）
、24 日（日）
運営役員：10 人 運営スタッフ：54 人
参加人数 10/23（土） 参加人数 10/24（日）
アクティビティ
運営団体（運営人数）
こども

秋のワクワク遊び体験会！

JRA 日本レクリエーションアカデミー（両日5人ずつ）

ストーンアート＆石遊び

MTCA 緑砦キャンプカウンセラー協会（林理事他3人、5人）

“デンパーク”スタンプラリー

中京大学フレンズ（鈴木理事他6人、10人）

防災とキャンプ（空き瓶、空き缶ランタン作り）＆ニュースポーツ

ＴＹＮ 虎と愉快な仲間たち（虎澤理事他7人）

ネイチャーゲーム＆ネイチャークラフト

（株）ファミリスポーツクラブ（内田理事他2人）

ペットボトルろ過器

至学館大学（両日7人ずつ）

合計

大人

80
59
44
56

69
58
42
55

10/24のみ

31
270

27
251

合計

149
117
86
111
0
58
521

こども

大人

140
139
194
187
115
115
10/23のみ
118
112
75
68
642
621

合計

279
381
230
0
230
143
1263

３．研修事業
１）キャンプアカデミー2021
※以下の第 2 回は、新型コロナウイルス感染症拡大のため開催中止。
①第１回：7 月 14 日（水）19:00～20:40 オンライン開催 参加者 17 人
講

「組織キャンプのネクストビジョン～持続可能なキャンプ団体・指導者のために～」
師：公益社団法人日本キャンプ協会今井専務理事、依田事務局長
日本キャンプ協会ビジョン 2020 及び 2025 の解説を元に県協会の将来計画について検討した。

【中止】②第２回 2022 年 2 月 13 日（日） 内容：
「愛知県キャンプ協会団体交流会」
③第 3 回：3 月 12 日（土）～13 日（日） 会場：愛知県美浜少年自然の家 定員：20 人 参加者：7 人
「防災にも繋がるキャンプ講習会」 ※後援：特定非営利活動法人愛知ネット
講 師：特定非営利活動法人愛知ネット内藤瑤氏、松原秀典氏、愛知県キャンプ協会役員、
内 容：昨年度に引き続き愛知ネットと共同で事業を企画し運営。体験を通して考え・動き・学ぶ時
間は次への活動に繋がる。防災とキャンプのかかわりを学び続けたいという感想が聴かれた。
２）
「キャンプ安全の日」全国一斉安全啓発キャンペーン
期 日：7 月 18 日（日） ※7 月第 3 日曜日で固定実施 キャンペーン期間 7/1(木)～8/31(火)
内 容：キャンプを中心とした研修や自然体験活動において，特に安全に留意すること研修内容や意
識する呼びかけを行ない、期間中 3 団体（大学）で安全に関する講義、実習が行われた。
４．指導者養成事業
１）キャンプインストラクター養成講習会（豊田市総合野外センターと共催事業）
期 日：2022 年 2 月 25 日（金）～2 月 27 日（日）会場：豊田市総合野外センター 定員 20 人
講 師：武藤会長、大山副理事長、山下理事、藤井理事、豊田市総合野外センター職員 2 人他
参加者：13 人（申込 22 人） キャンプインストラクター資格申請 13 人（2022 年度会員）
内 容：一人だけの炊飯、調理道具メスティンの使用法、テント設営と撤収、キャンプフャイヤーの
準備と運営、野外でのケガの手当てや搬送法等に関する様々な講義・実習を実施した。
２）キャンプディレクター2 級養成講習会

福井県キャンプ協会主催で実施（参加者 8 人）

３）教員免許状更新講習
期 日：8 月 9 日（月）～8 月 11 日（水）会場：愛知県美浜少年自然の家 定員 20 人、参加者 7 人
講 師：時安理事長、平田前会長（公益社団法人日本キャンプ協会会長）
どのアクティビティについても学ぼうとする意欲は高く、活動前後のディスカッションに
おいても、活発な意見交換が行われ、講習で実施したアクティビティ以外に受講者同士の学
び合いが充実していたため、講習会全体の受講者の満足度も高かった。

５．調査研究事業 ※愛知県キャンプ協会将来計画（案）の策定を中心に
日本キャンプ協会が現在の将来計画「ビジョン 2020」についての総括をふまえ、
「ビジョン 2025」を策定
された。この将来計画をもとに、2022 年から 5 年間の愛知県キャンプ協会の将来計画を作成するため、2021
年度は以下の観点で検討し、2022 年度の総会で、次期将来計画案（2022-2025）を提示することとしている。
検討の流れ （１）現状の課題の抽出 （含む会員ニーズ調査実施など）
（２）重点課題の絞込み
（３）解決に向けた具体的なアクションプランの策定
（４）将来像を会員で共有
役員 4～5 人単位で以下の観点について検討し理事会でディスカッションを行った。
１．外的要因（アウトドア志向、コロナの影響、日本キャンプ協会の動向等）や内的要因（会員数の減少、会員
ニーズの多様化、組織の硬直化等）を考慮した戦略計画を考える。
２．各自が中期ビジョンを達成させるための行動目標と行動計画を６つ柱ごとに最低１つ作成する。
３．作成した行動計画の進捗を確認できる指標を示す。
検討の中で、特に「運営経費を獲得できる事業運営」、
「広報・情報発信の強化」、
「組織体の改革検討」
などについて活発に意見交換している。
６．情報発信事業
１）正会員登録の推進

2022 年 3 月 31 日現在 67 人 昨年度同時期 80 人

団体会員 10 団体。

２）ホームページのリニューアルを検討していたが十分に進めることができなかった。将来計画と併せて検
討しており、2021 年度中に具体案をまとめ、作業を進めていきたい。
HP アドレス
http://aichicamp.com/
３）広報誌 56 号（9 月）
，57 号（3 月）を発行した。日本キャンプ協会会報『CAMPING』に同封。
４）愛知県キャンプ協会の活動の広報（新聞社・テレビ局等へ事業案内，事業報告の送付）
事業の多くが中止となったので、行うことができなかった。
７．事務局
１）役員（2021 年度-2022 年度役員）
役員改選として以下のとおり役員の変更を行い、組織運営の充実を図った。主な新役員は以下のとおり。
副会長：橋本啓（名古屋 YMCA）
、参与（理事兼任）：小宮克裕（特定非営利活動法人愛知ネット）
新理事：家田信忠（アズワン）
、井澤悠樹（東海学園大学）
、虎澤直人（中京大学フレンズ OB）
野畑清敬（理事復帰・株式会社のばた）
、平松直哉（理事復帰・前愛知県立高校校長）
団体内変更：鈴木真菜（フレンズ）
、林鼓太郎（MTCA）、山下明男（豊田市総合野外センター）
２）会員サービスの向上
・アウトドア関連企業と提携しての会員優待の新設検討
愛知県内アウトドア関連企業と提携についていくつかの企業と具体的な検討を進めている。
３）他団体との連携
①中部北陸ブロック（福井・石川・富山・長野・静岡・岐阜・三重・愛知）との連携
・中部北陸ブロックミーティング（12/18） ※リモート会議 ※2021-2022 幹事県：福井県
②日本キャンプ協会主催事業との連携
・事務局研修会（4 月）
、総会（6 月）
、課程認定団体講師研修会（5 月） 各事業に会長他役員参加
・日本キャンプ協会 55 周年事業 9 月 18 日～9 月 20 日、第 25 回日本キャンプミーティング等参加。
③愛知県キャンプ協会団体会員等との連携
(1)主催事業の企画・運営を通じた団体会員との連携 ※事業中止により実施できず
・キャンプアカデミー2021 の事業計画及び運営を団体会員の研修会と連携して実施
・あいちキャンプフェスタ 2021 への運営協力依頼
(2)団体会員の主催事業などへの講師派遣
・豊田市総合野外センター事業「キャンプインストラクター養成講習会」と共催
(3)団体会員の主催事業への後援（合計 2 件）
・団体会員数 2022 年 3 月 31 日現在 10 団体（1 団体増）
(4)その他団体から依頼・要請された事業及び相談等への協力
・中日新聞をはじめマスコミ、イベント企画企業，小学校自然体験活動等の依頼に対応。
４）理事会の開催 ※11 回開催
4/23、5/21、6/11、7/16、9/3、10/1、11/6、12/3、1/7、2/4、3/25

会場：名古屋 YMCA、下線リモート実施

※上記の他に必要に応じて各事業打ち合わせ、ミーティングを随時実施した。

