
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰かをアウトドアに連れてゆく人のためのキャンプ講習会 2022秋の回 

主催：ヒゲッチキャンプ場 
後援：公益社団法人日本キャンプ協会 
   NPO法人東京都キャンプ協会 キャンプインストラクター資格取得のための養成講習会【オンライン】 

 

全国どこからでも参加可能！ 
今回で 8 回目の 
オンライン講習会！ 

 

オリエンテーションミーティング （要申込） 

2022 年 10 月 20 日（木） 20:00～21:00  

参加無料の事前説明会 

※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。 

講習方法  

 ・キャンプインストラクター資格取得には、次の「必須」項目の履修が必要です。 

オンライン講習 

 ZOOM 利用 平日夜 90 分×8 回+課題（Google フォーム・動画視聴） 

ビデオオン（顔出し）が基本ですが諸事情で顔出し NG の場合はお申し出ください 

ブレイクアウトセッション（オンラインでグループディスカッション）も使用します。 

欠席の回は翌日に配信する録画 YouTube を視聴することで履修できます。 

郵送による試験 

  試験時間は 60 分です。 

オンライン講習終了後に、試験問題を郵送します。期限までに解答して郵送してください 

 

「自分キャンプ」 

 希望者のみ 

実技を実際に体験するデイキャンプ講習です。 

キャンプインストラクター資格を取得しない方も参加できます。（ご友人を誘っても OK） 

 

必須 

オプション 

実施日と内容 

 時間はすべて 20：00～21：30（90 分）です 

第 1 回 11 月 2 日（水）  「キャンプとは何か（概論・歴史・文化)」理論 

第 2 回 11 月 8 日（火）  「ロープワーク 2つ（生活技術）」実技 

第 3 回 11 月 11 日（金） 「指導者の役割（指導・組織）」理論 

第 4 回 11 月 14 日（月） 「粉を食べよう（野外炊事）」実技 

第 5 回 11 月 17 日（木） 「安全安心の技術（安全・リスク）」理論 

第 6 回 11 月 21 日（月） 「自分のためのファーストエイド（安全）」実技 

第 7 回 11 月 24 日（木） 「ナイフワーク、火のこと、刃物（クラフト）」実技 

第 8 回 11 月 30 日（水） 「グループキャンプのポイント（企画）」理論 

受講費用 

① オンライン講習受講料（全 8 回） 12,500 円 

② 資格登録費用（初年度年会費含む）15,300 円  

③ テキスト代           2,200 円 

                 合計 30,000 円  

※オプション「自分キャンプ」は別料金です 
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対象・定員・しめきり 

 対象：18 歳以上 キャンプの経験は問いません 

 定員：60 名     

 申込しめきり：10 月 25 日（または定員になり次第） 

   ※講習スタート時に定員に充ちていない場合は 11 月 8 日まで受け付けます。 

    （すでに終了している講習は録画資料で履修していただきます） 

「自分キャンプ」（希望者のみ） 

 日程：11 月 25 日（金）～27 日（日）日帰り or 一泊 

 集合解散：「寄居駅（東武東上線・JR 八高線）」 9：00 集合 ・17：00 解散  

※一日 2 回送迎車あり 

      ※直接キャンプ場へマイカーで集合も OK 

 会場：ヒゲッチキャンプ場（埼玉県児玉郡神川町上阿久原 1012） 

  定員：各日 15 人（先着） 

  コースと費用： 

コース 集合解散 参加費（受講生） 参加費（一般） 

日帰りコース 11/25（金）   各日 

9：00 集合 

17：00 解散 
¥7,000 ¥9,500 日帰りコース 11/26（土）  

日帰りコース 11/27（日）  

一泊朝までコース 11/25～26（金土） 9：00 集合→翌朝 9：00 解散 ￥10,500 ¥14,000 

一泊夕までコース 11/25～26（金土） 9：00 集合→翌夕 17：00 解散 ￥13,000 ¥17,000 

一泊朝までコース 11/26～27（土日） 9：00 集合→翌朝 9：00 解散 ￥10,500 ¥14,000 

一泊夕までコース 11/26～27（土日） 9：00 集合→翌夕 17：00 解散 ￥13,000 ¥17,000 

オンラインだけでは不安が残るという方へ、実技のフォローが目的です。 

・それぞれのスキルに合わせて道具選び、自分用の火おこし、自分だけで料理。 

・みんなでソロキャンプ、のような講習です。 

・食材、キャンプ道具はすべてキャンプ場のものをお使いいただけます。 

・自分の道具を使ってみたい方はお持ちいただいて勿論 OK。 

・友人知人（受講生以外の方は一般参加費で）をお誘いくださってもよいです。 

申込方法・お問い合わせ 

 「Google フォーム」「メール」「LINE」のいずれかでお申込みください。 

  

  

   

 

 

 

 

お申込み後、2日以内に shihodol@dol-camp.org から受付のメールを送ります。 

（LINE でお申込みの場合は LINE 返信） メール受信できるように、迷惑メール設定の見直し等をお願いしま

す。 2日経ってもメールが来ない場合はお電話ください。03-3951-8573 

Google フォーム 

https://forms.gle/xyZmdv7QSptBbtJJA 

項目に入力してください。 

メール→ info@dol-camp.org    

 

LINE↓ メール・LINE の場合は下項目をご連絡ください 

①氏名 ②ふりがな ③性別 ④生年月日 ⑤郵便番号 

⑥住所 ⑦電話 ⑧自分キャンプ申込の方は希望コース 

HCG＆DOL ヒゲッチキャンプ場 埼玉県児玉郡神川町上阿久原 1012  

DOL オフィス      東京都新宿区中落合 2-21-11  03-3951-8573   

                              公式サイト→ 

mailto:shihodol@dol-camp.org
https://forms.gle/xyZmdv7QSptBbtJJA
mailto:info@dol-camp.org


 

 

1. オンライン講習会実施回数全国一位！（過去７回の実績） 

2. 全国どこからでも受講可能！ （現在 39 都道府県！全国制覇まであと一歩！） 

3. 講習はライブ配信！（テキスト読むだけの講習じゃありません） 

4. 欠席した回は、翌日配信の録画 YouTube でいつでも見られます！（出席した人の復習にも） 

5. やむを得ず受講できない場合は一年間合格まで個別フォロー。（入院や怪我、家庭の事情など…あります） 

6. ブレイクアウトセッションで受講生同士の情報交換！（これが毎回楽しみという人多数） 

7. 講師実績多数！飽きさせません！（学校での講習や、メディア出演たくさん） 

8. 講習後の質問コーナーでみなさんの質問に全て答えます！ 

9. 情報量…とにかく多め！（プロが使う道具紹介、料理アリ！歌アリ！脱線アリ！） 

10. 資格取得後はヒゲッチキャンプ場で活躍できます！（一年中キャンプやってますので希望者はぜひ！） 

～2022夏の回から～

毎回、「へぇ！」と感じさせられ

る話が聞けて、とても楽しかった

です。脱線話も面白く、ついつい

最後まで聞いてしまっていまし

た。（東京都 H さん 50 代女性） 

 

 

講習と同時進行で調理があった

り、録画された実技講習があった

りと、オンラインでも見ている私

たちが分かるように、飽きないよ

うに工夫されていたと思います。

（神奈川県 E さん 40 代男性） 

 

ひたすら聞く講義を想像してい

ましたがブレイクアウトセッシ

ョンがあって、他の講習生の方と

交流できたので、一体感という

か、同期の方々がいる、という気

持ちが芽生えました。（神奈川県

T さん 50 代男性） 

 

 

 

時間を作る事がとても難しく、資

格は諦めておりましたがオンラ

イン講習ができると知りとても

うれしかったです。子供たちも一

緒に話を聞いたり、子ヤギを見た

り家族で楽しく受講しました。

（三重県 S さん 30 代女性） 

 

 

ソロキャンプでは SNS から得る情報も「楽

しいキャンプ」であることが多く、楽しいキ

ャンプにするために備えることや意識しな

ければいけないことが足りなかったような

気がします。（青森県 K さん 20 代女性） 

 

平日の仕事終わりで講習が受けられた 

ので時間に余裕があり非常に助かりました。

YouTube で後から見返しができるのも良かっ

たです。（東京都 F さん 40 代男性） 

 


