■第１１回「スカウトと社会をつなぐ場所」
の開催（再掲）
毎回､参加者から好評をいただいている「スカウトと社会をつなぐ場所」。
先進的な働き方改革で注目されるサイボウズ株式会社の青野社長を
ゲストにお迎えして実施する今回のテーマは、「新しい会社のかたち」です。
青野社長から、これからの社会を担うローバー年代に語られることと
は。ローバー年代の皆さんの視野がより広がることを期待しています。
申し込み締め切りは１２月１８日（火）です。多くの皆さまのご参加
をお待ちしております。
日
場

No.
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2018 年 12 月 13 日
1.

第１１回「スカウトと社会をつな
ぐ場所」の開催（再掲）

2.

平成３０年度日本連盟トレーナ

ー研究集会の開催について

3.

「全国防災キャラバン２０１８」

時：２０１９年１月８日（火）１８：００～２０：００
所：東京・サイボウズ株式会社 東京オフィス
（東京都中央区日本橋２-７-１ 東京日本橋タワー ２７階）
ゲ ス ト：サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野慶久氏
参加対象：ローバースカウトおよび同年代の指導者
参 加 費：無料
お申し込みはこちらから
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlmkbEiBEGlpiuwWNH9LI8d4vzG
j4KLbQOrXzPfgEj21kULA/viewform?usp=sf_link

…………………………………………………………………………………

■平成３０年度日本連盟トレーナー研究集会の開催について

開催情報

4.
5.

お知らせ
会議・委員会報告

本研究集会への参加は、日本連盟正副トレーナーの委嘱要件となりま
す。参加をご予定の方は、各会場にお申し込みください。
平成３０年度日本連盟トレーナー研究集会

開催予定
（平成３０年１２月３日現在）

ブロック名

会場

開催日時
2/9

14:00～
北海道・東北 岩手
2/10 11:30
2/11
埼玉
9:30～16:00
2/3
関 東
神奈川
9:15～16:00
2/11
東京
9:30～16:30
2/10
石川
9:00～16:00
2/3
中 部
静岡
9:00～16:00
2/24
三重
10:00～16:00
2/3
大阪
9:30～16:30
近 畿
2/9
大阪
9:30～16:30
2/9 13:00～
中国・四国
岡山
2/10 11:00
2/10
九州・沖縄 鹿児島
10:00～16:30

場所（受入人数、最寄駅）

参加費

渡り温泉 別邸 楓
（30人、JR東北本線 花巻駅）
埼玉県県民活動総合センター
（80人、ﾆｭｰｼｬﾄﾙ 内宿駅/JR 蓮田駅/JR 桶川駅）
神奈川スカウト会館
（50人、相鉄線 二俣川駅）
国立オリンピック記念青少年総合センター
（100人、小田急線 参宮橋駅）
金沢東別院真宗会館ホール
（60人、JR北陸本線 金沢駅）
静岡県青少年会館
（80人、JR東海道線 静岡駅）
四日市市文化会館 第３ホール
（200人、近鉄 四日市駅）
アネックスパル法円坂
（60人、JR大阪環状線 森ノ宮駅）
アネックスパル法円坂
（60人、JR大阪環状線 森ノ宮駅）
岡山シティホテル桑田町
（45人、JR山陽本線 岡山駅）
福岡県・大野城市総合福祉センター
（50人、JR鹿児島本線 大野城駅）

申込
締切
日

12,000

1/21

2,000

1/21

1,500

1/7

1,500

1/25

2,000

1/19

1,000

1/19

2,000

1/31

2,000

1/18

2,000

1/25

15,000

1/10

2,000

2/1

申込・問合せ先
岩手連盟事務局
℡ 019-641-1995
埼玉県連盟事務局
℡ 048-822-2463
神奈川連盟事務局
℡ 045-365-3421
東京連盟事務局
℡ 03-3868-2351
石川県連盟事務局
℡ 076-272-8064
静岡県連盟事務局
℡ 054-255-6185
三重連盟事務局
℡ 059-233-1166
大阪連盟事務局
℡ 06-6770-0043
大阪連盟事務局
℡ 06-6770-0043
岡山連盟事務局
℡ 0868-26-0531
鹿児島県連盟事務局
℡ 0955-65-8652

※ この表は担当県連盟からの実施調査書を基に一覧にしています。

当日資料や研究内容、今後の更新情報につきましては、下記のＵＲＬ
をご参照ください。
http://www.scout.or.jp/for_members/training/trainer/

…………………………………………………………………………………
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■「全国防災キャラバン２０１８」開催情報
全国のイオンモール等で防災について考える
機会を提供するために開催している「全国防災
キャラバン」が、次のとおり行われました。
実 施 会 場：１２月

９日（日） 鹿児島・イオンモール鹿児島

なお、今後は下記の会場で実施の予定です。お近くへお越しの際は、
ぜひお立ち寄りください。
今後の予定：１２月１６日（日） 滋賀・イオンモール草津
島根・イオンモール出雲
１ 月１９日（土） 岩手・イオンモール盛岡
２ 月１７日（日） 三重・イオン津ショッピング
センター
２４日（日） 神奈川・イオン藤沢店
…………………………………………………………………………………

お知らせ
■１７ＮＳＪ「モバイルアプリ」のサービス終了について
皆 さまにご愛用いただきました第１７回日本

スカウトジャンボリーのモバイルアプリのサー
ビスを、１２月１５日（土）をもちまして終了
させていただきます。
サービス終了により、ニュース＆インフォメー
ション、プログラム、スケジュールなどがご利用
いただけなくなります。
多くの方にご利用いただきました。ありがとうございました。
なお、ジャンボリー新聞は大会の公式サイトで引き続きご覧いただけ
ます。
…………………………………………………………………………………

会議・委員会報告
■平成３０年度日韓スカウト交歓計画に関する
打ち合わせ会の開催（報告）
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平成３０年度日韓スカウト交歓計画
日
時：平成３１年１月１２日（土）～２０日（日）
場
所：神奈川、東京
参 加 者：韓国派遣団４０人、
日本の参加者４７人（交流プログラム／予定）、スタッフ
２５人（予定）
◇スタッフ打ち合わせ会
日
時：１２月８日（土）１０：００～１２：００
場
所：神奈川・川崎市青少年の家
出 席 者：嶋田国際委員長、他国際委員３人、
神奈川連盟運営スタッフ４人
協議事項：１．韓国派遣団編成、日本の交流プログラム参加者、スタッフの
確認
２．全体日程と手配状況について
３．交流プログラムの運営方法と準備状況について
４．今後のスケジュールと課題について
５．交流プログラムスタッフとの打ち合わせの進め方について
◇交流プログラムスタッフとの打ち合わせ会
日
時：１２月８日（土）１３：３０～１７：００
場
所：神奈川・川崎市青少年の家
出 席 者：嶋田国際委員長、他国際委員３人、
神奈川連盟運営スタッフ３人、
交流プログラム奉仕スタッフ９人
協議事項：１．日韓スカウト交歓計画の全体概要について
２．交流プログラムの概要について
３．交流プログラムの内容について
４．交流プログラム中の役割分担と役割別の確認事項について
５．今後のスケジュールについて
今回の打ち合わせ会では、日韓ス
カウト交歓計画全体の運営に関する
内容の確認と、神奈川連盟ローバー
スカウトが中心となって企画してい
る日韓スカウト交流プログラムに関
する内容について確認しました。
また、役割による当日までの課題
と今後のスケジュールについて確認
しました。
…………………………………………………………………………………
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■平成３０年度県連盟ディレクター研究集会の開催（報告）
日
時：１２月８日（土）１３：３０～９日（日）１１：００
場
所：東京・国立オリンピック記念青少年総合センター
出 席 者：県連盟ディレクター４６人（代理５人を含む）、
大久保指導者養成委員長、栗田日本連盟ディレクター、
他副ディレクター４人
主な内容：１．平成３０年度上級訓練の評価
２．ＷＢ研修所課程別研修の改定、ＷＢ実修所の改定
３．ウッドクラフトコースの説明
４．ＷＢ研修所スカウトコースの実施報告
５．県連盟トレーニングチーム研究集会実施報告
６．平成３０年度トレーナー研究集会の内容と進め方
今回の研究集会では、各県連盟で実施しているトレーニングチーム研
修会等の、トレーニングチームの強化につながる取り組みについて報告
がありました。その後のグループ討議では、トレーナーの質的向上を図
るための評価方法や活動分野について、活発に意見を交換しました。
また、改定から２年目となるＷＢ研修所スカウトコースを開設した県
連盟から実施報告があり、効果的なコース運営のためにさまざまな工夫
をしていることを共有しました。
…………………………………………………………………………………
本日発行のニュースは４頁です。
…………………………………………………………………………………
ボーイスカウト日本連盟 http://www.scout.or.jp/
Facebook http://www.facebook.com/scout.or.jp
Twitter https://twitter.com/#!/ScoutingJapan
Youtube https://www.youtube.com/user/ScoutingJapan
Instagram https://www.instagram.com/scout_association_of_japan/
…………………………………………………………………………………
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