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１.令和元年度通常社員総会の報告

きぬた１３７号の内容

1

令和元年度通常社員総会報告
・平成 30 年度活動報告
・平成 30 年度収支決算報告
事務局移転について
役員の変更について
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

ＮＰＯ法人埼玉県キャンプ協会は、6 月 1 日(土)に武蔵浦和コミュニティーセン
ター集会室において令和元年度第 1 回理事会および通常社員総会を行い、平
成 30 年度事業報告と平成 30 年度収支決算について審議し、これを承認・可決
しました。また、事務局の移転とそれに伴う定款変更、役員の変更についても審
議を行い、これらを可決しました。
平成 30 年度 事業報告

時期

場所

毎月がデイキャンプ

2回

会員交流キャンプ

6/30-7/1

蓼科高原

スポーツフェスティバル

5/27

熊谷スポーツ文化公園

県民ファミリーキャンプ

9/1-9/2

猿花キャンプ場

アウトドアクッキング

11/10

猿花キャンプ場

県レク大会 in いるま

11/18

彩の森公園広場

冬のキャンプ

3/9-3/10

中止

新ホームページ公開

キャンプインストラクター養成講習会

5/18-5/20

県立加須げんきプラザ

NPO 法人埼玉県キャンプ協会の新
ホームページを公開しました。
今後、イベントのご案内は、よりス
ピーディに情報提供できるホーム
ページで行っていきます。見やすく、
役に立つホームページ を目指しま
す。「埼玉県キャンプ協会」で検索し
てください。
新ホームページの URL
http://saitama-camping.jp/

キャンプディレクター2 級養成講習会

5/18-5/20

中止

キャンプインストラクター養成講習会

11/9-11/11

中止

会報「きぬた」発行(年 6 回、偶数月)

年6回

協会ホームページの管理

通年

関東ブロック会議

12/2

2

3

事業報告
・スポーツフェスティバル
・キャンプインストラクター
養成講習会
事業案内
・県民ファミリーキャンプ
・アウトドアクッキング

収入の部

金額（円）
1,588,000

その他の収入

701,152

前期繰越金

4,288,476

合計（Ａ）

6,577,628

支出の部

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
てきましたが、令和元年度からは、公
益社団法人日本キャンプ協会会報
キャンピングの発行に合わせて、年 4
回の発行（4 月、7 月、10 月、1 月）と
改めます。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
努めていきます。

ラフレさいたま

平成 30 年度 収支決算報告

会費収入

令和元年度「きぬた」は４回発行

備考

金額（円）

事業費

1,595,175

管理費

653,532

支出合計（Ｂ）

2,248,707

収支差額（Ａ）-（Ｂ）
（次期繰越金）

4,328,921

備考
年会費＠2,000
登録料、事業収入など
平成 29 年度から繰越金

備考
普及事業、養成事業、広報事業など
交通費、通信料、会議費など

平成 30 年度へ繰越

事務局が下記に移転します
〒336-0974 埼玉県さいたま市緑区大崎 3551 浦和大学 中島研究室

役員が次のように変更になります
事務局長 （平成 30 年度）高野千春 → （令和元年度）中島悠介
常務理事 （平成 30 年度）中島悠介 → （令和元年度）和田 智
※事務局では、上記の移転・変更に伴う定款変更の手続きを進めています。

NPO 法人埼玉県キャンプ協会

2 ページ

きぬた

２.事 業 報 告
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 2019 に、NPO 法人埼玉県キャ
ンプ協会のブースを出展して、スラックラインや石積み、ヘ
リュームフープ、パイプラインなどの野外ゲームをしたり、テ
ント設営を体験したりして、キャンプの魅力をアピールしま
した。5 月にも関わらず熊谷は気温が 35℃以上の猛暑日と
なりましたが、120 名をこえる参加者からは「野外ゲームが
楽しかった」という声が多くありました。また、本協会の活動
について多くの質問をいただき、効果的で充実した啓発活
動となりました。

キャンプインストラクター養成講習会
（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)
場所：武蔵浦和コミュニティセンター
土日だけで受講できるように工夫して開催したキャンプ
インストラクター養成講習会には、11 名の受講生が参加し
ました。
長瀞会場 アイスブレイク(実技)
野外生活技術(実技) キャンプの安全(講義)
長瀞めぐりサイクリング(実技)
キャンプ用具の選び方・使い方(講義)
キャンプの特性(講義)
浦和会場 キャンプの対象(講義)キャンプの指導(講義)
これからのキャンプ(講義)

最後に行った資格認定試験では、受験者全員が合格し
新たにキャンプインストラクターが誕生しました。

３.事 業 案 内
県民ファミリーキャンプ
日時：9 月 7 日(土)～9 月 8 日(日)
今年も県民ファミリーキャンプを開催します。楽しいキャ
ンプにしようと、張り切って準備中！場所、費用など詳細
は、準備が整いしだいホームページでお知らせします。

アウトドアクッキング
日時：未定（10 月または 11 月に予定）
今年はどんなアウトドア料理で皆さんとご一緒しましょう
か。野外炊飯に興味がある方、ご家族、友達、仲間など
を誘って参加してください。多くの方の参加をお待ちして
います。場所、開催日など詳細は、準備が整いしだい協
会ホームページでお知らせします。

ＮＰＯ法人埼玉県キャンプ協会
http://saitama-camping.jp/
E-mail saitama@camping.or.jp
〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3551
浦和大学 中島研究室
上記事業の詳細情報は、協会ホームページでお知らせします。

TEL 080-8729-0349

