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事業報告

きぬた１３６号の内容

1

事業報告
・講演会報告
キャンプにおけるハラスメント
新ホームページの公開について
会報発行回数の変更について

2

平成 30 年度臨時社員総会報告
事業案内
・スポーツフェスティバル
・会員交流キャンプ
・キャンプインストラクター＆
キャンプディレクター2 級養成
講習会
2019 年度社員総会のご案内

新ホームページ公開について
2019 年 3 月上旬に予定していた
新ホームページの公開は、4 月末
～5 月上旬に延期されました。より
見やすく、 より役に立つ、 そんな
ホームページを目指して公開作業
を急いでいます。新ホームページ
に、ご期待ください！

キャンプ講演会(12 月)

2018 年 12 月 2 日に開催した講演会について報告します。講演会は、「キャン
プにおけるハラスメント」というタイトルで、NPO 法人国際自然大学校事務局長
佐藤繁一氏を招いてお話をうかがいました。

キャンプにおけるハラスメント
講師の佐藤氏はまず、「安全管理に必要な要素は時代によって追加される」と
前置きし、そのひとつがハラスメント対策であることを指摘しました。そしてキャンプ
におけるハラスメントを防止するためには、ハラスメントに関するマニュアルの整備
が重要であることを強調しました。
キャンプで起こり得るハラスメントとして、以下の例をあげ 実際の事案も紹介。
① セクシャルハラスメント（性的いやがらせ）
② セカンドハラスメント（ハラスメント被害を訴えることで生じる二次的被害）
③ パワーハラスメント（社会や職務上の地位等を利用した精神的、身体的な苦
痛、いやがらせ）
④ モラルハラスメント（言葉や態度等による精神的ないやがらせ）
⑤ ジェンダーハラスメント（一般的尺度としての「男らしさ」「女らしさ」から外れた
行動を非難するいやがらせ）
更に近年問題視されている以下のハラスメントについても解説し、その対策の必
要性を強調しました。
⑥ カスタマーハラスメント（消費者側の自己中心的、理不尽な要求によるいやが
らせ）、
⑦ フォトハラスメント（許可を得ずに撮影したり、撮影した写真を許可を得ずに
SNS 上に投稿、公開したりして精神的な苦痛を与えるいやがらせ）
ハラスメントの問題はクライシスマネジメント（発生の頻度は低くても、発生した
場合に組織にもたらすインパクトが大きいことに対するマネジメント）に関わること
であり、その対策としてマニュアルや規定の作成が重要であるとのことでした。
特に規定上で「組織としてのハラスメントに対する姿勢」を明確にするとともに、
どのような行為がハラスメントに該当するのか例示する、ハラスメントに関する研
修を実施することによって組織の指導指針に関するコンセンサスを構築する、違
反行為に対する対応の実際（手順）を検討する、このようなことが組織を守ること
につながる、と結びました。
講演会の最後に質疑応答の時間が設けられました。フロアからの質問も現実味
のある内容であり、活発な意見交換がなされ、実り多き時間を過ごすことができま
した。

2019 年度きぬた発行回数の変更について
NPO 法人埼玉県キャンプ協会の会報「きぬた」は、これ
まで年 6 回発行してまいりましたが、2019 年度からは年 4
回の発行（4 月、7 月、10 月、1 月）と改めさせていただき
ます。会員の皆様には、協会ホームページのリニューア
ルとあわせて、より良質の情報提供ができるよう努めてま
いります。
（NPO 法人埼玉県キャンプ協会広報部）

NPO 法人埼玉県キャンプ協会
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平成 30 年度臨時社員総会(3 月)の報告
日時：3 月 24 日（日） 場所：東大宮コミュニティセンター（さいたま市）
NPO 法人埼玉県キャンプ協会は、3 月 24 日に平成 30 年度臨時社員総会を行い、2019 年度事業計画(案)と予算計画
(案)の審議を行い、2019 年度事業計画と予算を以下のように決定しました。
（単位：円）
事業内容

実施時期

【春のキャンプ】会員交流キャンプ
スポーツフェスティバル
【夏のキャンプ】県民ファミリーキャンプ
【秋のキャンプ】アウトドアクッキング
県レク大会 in かわぐち
【冬のキャンプ】スノーキャンプ
キャンプインストラクター養成講習会
キャンプディレクター２級養成講習会
会報「きぬた」発行（年4回）

6/29(土)〜30(日)

蓼科高原

収入の部

5/26(日)

熊谷スポーツ文化公園

会費収入

9/7(土)〜8(日)

未定

普及、養成事業収入

未定

未定

その他の収入

11/17(日)

川口総合文化センター他

2/22(土)〜24(月)

蓼科高原

5/18(土)〜19(日)

（実技）長瀞げんきプラザ

6/2(日)

（理論）武蔵浦和コミュニティセンター

4月,7月,10月,1月

協会ホームページの管理

2019年度予算案

実施場所

通年

備 考

1,600,000 2000円＊800人
570,000 定例事業、ＣＩ（10 人）講習会
238,050

前期繰越金

4,288,476

当期収入合計

6,696,526

支出の部
事業費

1,850,000 普及事業、養成事業、広報事業

管理費

1,650,000

当期支出合計

3,500,000

次期繰越収支差額

3,196,526

事 業 案 内（くわしくはホームページでご案内します）
スポーツフェスティバル
日時：5 月 26 日（日）
場所：熊谷スポーツ文化公園
スポーツフェスティバルは、県民総合体育大会のオープ
ニングとして開催されている県民参加型のイベントで、誰
でも気軽にスポーツ・レクリエーションが体験できます。埼
玉県キャンプ協会もブースを出す予定です。協会では、
ブース・スタッフを募集しています。ご希望の方は、事務局
までご連絡下さい。

キャンプインストラクター養成講習会
キャンプディレクター2 級養成講習会
「平日の金曜は講習に参加しづらい。」という声におこた
えして、今年は土日だけで受講できるようにしました。イン
ストラクターとディレクター2 級の講習を同日開催。もちろ
ん、講習内容は別々ですが、時に両者がクロスオーバー
しながら立体的に講習を行います。
（実技講習）日時：5 月 18 日（土）～5 月 19 日(日)
場所：長瀞げんきプラザ（宿泊）
（理論講習）日時：6 月 2 日(日)午後・夜
場所：武蔵浦和コミュニティセンター

2019 年度理事会＆総会のご案内
会員交流キャンプ
日時：6 月 29 日(土)～6 月 30 日(日)
場所：蓼科高原、東京家政学院大学 山の家
会員が交流したり、初夏の蓼科高原の大自然を満喫し
たりするためのプログラムです。女神湖、御仙水原生林、
長門牧場、車山高原、八島湿原など訪れてみたい場所が
たくさん。山の家でテニスをしたり野外料理をしたりするの
も素敵です。会員同士、山の家で楽しいひと時をすごしま
しょう。

NPO 法人埼玉県キャンプ協会の 2019 年度理事会と総
会を下記の通り行います。
日時：2019 年 6 月 1 日（土） 15：00～16：30 理事会
17：00～18：00 総会
場所：武蔵浦和コミュニティセンター 第 6 集会室
NPO 会員には、別途ご案内をお送りします。
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