
 

1                   

 

 
■第１０回「スカウトと社会をつなぐ場所」の開催（予告） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎回参加者から好評をいただいている本事業は、今回で１０回目を 
迎えます。 

今回は、東京工業大学理学院火山流体研究センターから野上健治教授
にゲストにお越しいただきます。ローバースカウトからの「企業で働く
人だけではなく、いろいろな分野の方のお話を聞きたい！」という声か
ら今回の開催が実現しました。 

ボーイスカウトの出身者であり、火山研究の第一人者としてメディア
にも出演される野上教授をお招きし、研究者・学者として働くというこ
となどについてお話しいただきます。 

いろいろな業界・分野の方のお話を聞くことで、ローバー年代の皆さ

んの視野がより広くなることを願っています。 
申し込み締め切りは６月２４日（日）です。多くの皆さまのご参加を

お待ちしております。 
 
日  時：６月２８日（木）１８：００～２０：００ 
場  所：東京・ボーイスカウト会館 
ゲ ス ト：東京工業大学教授 野上健治氏 
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/1FAIpQLScSefJ1JeUdtPmdPOyIrWb
AO5HktWcc96iC4FvTLNr3YRF3oQ/viewform?usp=sf_link 
 

なお、本事業は今後も定期的に開催することを予定しております。詳
細は、特設サイトをご覧ください。 
https://www.scout.or.jp/sst/ 
………………………………………………………………………………… 

■平成３０年度ＣＪＫベンチャープロジェクト派遣の 

申し込み締め切り延長について 
 

今夏実施予定の同海外派遣参加申込締切日を、６月２５日（月）まで

延長いたします。詳細は下記ＵＲＬよりご確認ください。 
https://www.scout.or.jp/event/collection/index.html 
 
派遣期間：８月１日（水）～８月８日（水） ８日間 
場  所：台湾・台南 
募集人数：ベンチャースカウト７人、指導者１人 計８人 
………………………………………………………………………………… 
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■「スカウトの日」参加申し込み受け付けについて  
 

平成３０年度の「スカウトの日」の参加申し込み（活動資材申し込み）
を受け付けております。  

特設サイト http://scout-project.jp/からお申し込みください。申し
込みがあった団へは、８月下旬を目処に活動 資材一式を送付します。  
 
実施日：９月１７日（月・祝）  
主  催：公益財団法人ボーイスカウト日本連盟  
後  援：文部科学省・厚生労働省・環境省  
協  賛：一般財団法人セブン-イレブン記念財団  
参加申し込み期間：６月１日（金）～７月１２日（木）  

参加申し込み方法：特設サイトより各団で登録  
 
※注意事項  
1.例年、受け付け締め切り後に、参加申し込みの問い合わせが多く寄せ 
られます。締切日をご確認いただき、余裕をもってお申し込みください。 

2.お使いのインターネットブラウザーにより、必要事項入力後に確認 
画面（車をクリックなど）が表示される場合があります。画面表示に
従い処理することで、適切にデータが送信されます。データが送信さ
れると、登録されたメールアドレス宛にフォームの受信完了メールが
届きます。万が一届かない場合は、申し込みが未了になりますので、
下記を記載のうえ、メールにてお申し込みください。 

宛先：教育開発部（program＠scout.or.jp） 
件名：「スカウトの日参加申し込み」 
本文：申込者の県連盟、所属団、役務、氏名、住所、電話番号、 

スカウトの人数、指導者の人数、実施予定日】 
 

なお、「スカウトの日」の報告書の提出はＷｅｂ（特設サイト）のみ
となります。報告締め切りは１０月３１日（水）までとさせていただき
ます。ご理解、ご協力をお願いします。 
………………………………………………………………………………… 

■１７ＮＳＪ「ジャンボリーメディア」にて 
インタビュー動画 安全・救護部長編を公開 

 
１７ＮＳＪ特設サイトの「ジャンボリ

ーメディア」では、大会公式の動画など、
大会関連の情報を掲載しています。 

第６弾として西田安全・救護部長へ
のインタビュー動画を公開しました。
安全・救護部は主に会場の安全や体調
管理に関わることを行っていきます。 

今後もさまざまな動画を掲載していきますので、定期的に大会ホーム
ページのジャンボリーメディアや大会スマホアプリ、Youtube チャンネ

ルなどをチェックしてください。 
 
１７ＮＳＪ特設サイト「ジャンボリーメディア」 
https://www.scout.or.jp/17nsj/cpt.html 
 
１７ＮＳＪ特設サイト 
https://www.scout.or.jp/17nsj/ 
………………………………………………………………………………… 

http://scout-project.jp/
https://www.scout.or.jp/17nsj/cpt.html
https://www.scout.or.jp/17nsj/
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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」。今月は下記の会場
で行われます。お近くへお越しの際は、ぜひ
お立ち寄りください。 
 
直近の予定：６月１０日（日）秋田・イオンモール秋田 

１６日（土）～１７日（日） 
奈良・イオンモール橿原 

１７日（日）茨城・イオンモール土浦 

和歌山・イオンモール和歌山 
徳島・イオンモール徳島 

 
詳細は公式 Facebookをご覧ください。 
https://www.facebook.com/bousaicaravan/ 

………………………………………………………………………………… 

■日本連盟 新 名誉役員・評議員・理事・監事の紹介 
 

平成３０年度からの名誉役員、評議員、理事、監事が決まりました。 
（敬称略） 

◇名誉役員 
1 特別顧問 大谷 光淳    浄土真宗本願寺派門主 
2 特別顧問 大坪 文雄   大阪連盟連盟長、パナソニック株式会 

社特別顧問 
3 特別顧問 北白川 道久   一般社団法人霞会館理事長 
4 特別顧問  金光 平輝    金光教教主 
5 特別顧問 樋口 武男   大和ハウス工業株式会社代表取締役       

会長 
6 特別顧問 御手洗 冨士夫 経団連名誉会長、キヤノン株式会社 

       代表取締役会長 CEO 
7 特別顧問 森 喜朗    元内閣総理大臣、ＢＳ振興国会議員 

連盟名誉会長 
8 特別顧問  渡 文明    ＪＸＴＧホールディングス株式会社 

名誉顧問 
 
1 顧問   石上 智康    浄土真宗本願寺派総長 
2 顧問   久米 邦貞    元ドイツ駐箚特命全権大使、久米美術 

館館長 
3 顧問    新藤 信夫    群馬県連盟副連盟長 
4 顧問   杉原 正    日本連盟先達、元日本連盟総コミッシ 

ョナー 

5 顧問    鈴木 國夫    千葉県連盟顧問 
6 顧問    但馬 弘    真宗大谷派宗務総長 
7 顧問    田中 恆清   神社本庁総長 
8 顧問    社多 道雄    天台宗宗務総長 
9 顧問    西村 稔    石川県連盟長老 
10 顧問    山本 一郎    和歌山連盟連盟長 

https://www.facebook.com/bousaicaravan/
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1 相談役   荒尾 雅也  世界スカウト財団理事、元日本連盟理事 
2 相談役   井上 保    公益財団法人ボーイスカウト東京連盟 
               維持財団理事 
3 相談役   齊藤 斗志二  元衆議院議員、元ＢＳ振興国会議員連 
               盟会長 
4 相談役   廣瀬 修    元日本連盟副理事長 
5 相談役   堀 秀之    東京連盟相談役 
6 相談役   松本 宏    株式会社電通客員 元副社長 
 
1 参与    石田 文夫  元日本連盟常務理事 
2 参与     宇野 眞之  愛知連盟副連盟長 
3 参与     久野 桂    元国際コミッショナー 
4 参与     佐野 哲也  兵庫連盟相談役 

5 参与     瀬濤 康匡  大阪連盟参与 
6 参与     羽生田 寂裕  京都連盟相談役 
7 参与     山田 知輝  兵庫連盟副連盟長 
8 参与     犬飼 康元  長野県連盟先達 
9 参与     鈴木 節子  静岡県連盟相談役 
 
◇評議員 
1 評議員長  谷口 修   大阪連盟参与 
2 副評議員長 舩橋 鐸夫  愛知連盟顧問 
3 副評議員長 森谷 治男  東京連盟副理事長 

4 評議員   牛山 佳久  埼玉県連盟理事長 
5 評議員   大刀 隆雄  福井連盟理事長 
6 評議員   片寄 朗    千葉県連盟副理事長 
7 評議員   河内 正美  群馬県連盟理事長 
8 評議員   木村 和幸  岐阜県連盟理事長 
9 評議員   白井 堯子  千葉県立衛生短期大学名誉教授 
10 評議員   白川 雅之  東京連盟副理事長 
11 評議員   白澤 嘉宏  栃木県連盟理事長 
12 評議員   末永 正志  岩手連盟理事長 
13 評議員   鈴木 武    兵庫連盟理事長 
14 評議員   仙石 康盛  和歌山連盟理事長 
15 評議員   辰野 勇    株式会社モンベル代表取締役会長 

兼 CEO 
16 評議員   土山 和雄  静岡県連盟副連盟長 
17 評議員   天雲 俊夫  香川連盟理事長 
18 評議員   中川 玄一  神奈川連盟相談役 
19 評議員   乳井 豊彦  秋田県連盟理事長 
20 評議員   橋本 貢    広島県連盟理事長 
21 評議員   稗田 将也  鹿児島県連盟副理事長 
22 評議員   藤本 欣司  神奈川連盟理事長 
23 評議員   間下 正司  大阪連盟参与 
24 評議員   松本 仁    株式会社アメリカンアライアンス 

ファイナンス取締役社長兼 CEO 
25 評議員   宮里 博史  沖縄県連盟理事長 
26 評議員   武藤 眞仁  東京連盟理事 
27 評議員   森屋 啓    千葉県連盟名誉会議議員 
28 評議員   横山 稔    大阪連盟理事長 
29 評議員   吉田 甚造  奈良県連盟理事長 
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◇理事・監事 

1 理事長   奥島 孝康  東京連盟連盟長  
2 副理事長   日枝 久   フジサンケイグループ代表  
3 副理事長  松平 賴武  香川連盟連盟長、学校法人本郷学園 

理事長  
4 副理事長  水野 正人  ミズノ株式会社会長、 
              国際コミッショナー 
5 常務理事  佐野 友保  神奈川連盟副連盟長、十全堂株式会社 

取締役会長  
6 常務理事  膳師 功   大阪連盟参与  
7 常務理事  山内 直元  東京連盟理事長  
8 理事    福嶋 正己  東京連盟副連盟長、 

              日本連盟コミッショナー 
9 理事    鈴木 令子  神奈川連盟副理事長、 
              日本連盟副コミッショナー 
10 理事    中野 まり  愛媛県連盟理事、 
              国際副コミッショナー 
11 理事    小町 國市  東京連盟副連盟長、  

名誉会議議長 
12 理事    村田 禎章  奈良県連盟副理事長、 
              団支援・組織拡充委員長 
13 理事    榊原 孝治  愛知連盟理事、 
              プログラム委員長 

14 理事    大久保 秀人  東京連盟理事、 
              指導者養成委員長 
15 理事    嶋田 寛    滋賀連盟名誉会議議員、 
              国際委員長 
16 理事    磯山 友幸  経済ジャーナリスト、 
              社会連携・広報委員長 
17 理事    増田 秀夫  千葉県連盟理事、 
              「セーフ・フロム・ハーム」・安全委員長 
18 理事    戸髙 有基  大分県連盟理事長、  

財務委員長 

19 理事    村上 智真  山口県連盟理事、 
              信仰奨励委員長 
20 理事    樽谷 進   大阪連盟参与、  

共済運営特別委員長 
21 理事    増子 惠二  福島連盟副連盟長、  

防災危機管理タスクチーム長 
22 理事    出田 行徳  長野県連盟理事長、 
              プロセスマネージャー 
23 理事    岡谷 篤一  愛知連盟連盟長、岡谷鋼機株式会社 

取締役社長  
24 理事    塩谷 立    衆議院議員、ＢＳ振興国会議員連盟 

副会長兼事務総長  
25 理事    永井 淳      愛知連盟理事長、新東工業株式会社 

代表取締役社長  
26 監事    相原 光治  公認会計士、税理士 
27 監事    酒井 繁   公認会計士  
28 監事    増田 嘉一郎  弁護士  
………………………………………………………………………………… 
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会議・委員会報告 
 

■ＲＣＪ運営委員会（第１回）の開催について（報告） 
 

日  時：５月２７日（日）１２：００～１４：００ 

場  所：岐阜・長良川国際会議場 

出 席 者：木村議長、他運営委員１１人、参席７人 

主な議題：１．平成３０年度運営委員会の組織方針 

２．運営委員の役割分担 

３．ＲＣＪ三か年目標 

４．今後のスケジュール 

５．アドバイザーの選任 

 

５月２６日（土）のＲＣＪ総会で新しく編成された１２人の委員に 

よる第１回運営委員会を開催し、新たなスタートを切りました。 

初回となる委員会では、役割分担を行うとともに、全委員が同じ目標

に向かって業務を進めるための運営委員会のミッションや組織運営 

戦略を検討しました。 

………………………………………………………………………………… 

■１７ＮＳＪ信仰奨励プログラム打ち合わせ会 

（第４回）の開催（報告） 
 

日  時：５月３１日（木）１３：３０～１７：１５  

場  所：東京・ボーイスカウト会館 

出 席 者：岡田１７ＮＳＪ全体行事部ステージ班長、教宗派担当者９人 

主な内容：１．各教宗派からの信仰奨励活動調査の回答集計について 

２．信仰奨励プログラムの必要備品と資材について 

３．教宗派を超えた集いについて 

４．信仰奨励班の業務と今後の準備について 

 

今回の会議では、各教宗派からの信仰奨励活動についての回答に基づ

き、パビリオンの設置場所、体験・展示等に必要な備品と資材について

調整しました。教宗派を超えた集いについては、お話しいただく役員、

各宗派からの代表スカウトについて協議しました。今後、信仰奨励班業

務分担に基づき、準備を進めていくこととしました。 

………………………………………………………………………………… 
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■１７ＮＳＪ全体行事専門部会（第５回）の開催（報告） 

 

日  時：６月２日（土）１３：００～１７：００ 

場  所：大阪・南御堂地下会議室 

出 席 者：小山部会長、他部員８人（うち１人はＷｅｂ参加）、参席４人 

主な内容：１．各式典の演出について 

２．アリーナレイアウトについて 

３．参加者誘導・安全管理について 

５．大会各部との調整事項について 

６．その他、今後の予定について 

 

今回の専門部会では、各式典の次第をもとに流れを確認し、アリーナ

エリアの導線および安全管理について検討しました。今後、ステージの

演出関係とアリーナの利用関係でそれぞれ検討を重ね、大会に向けて準

備を進めていくこととしました。 

………………………………………………………………………………… 

■１７ＮＳＪ総務専門部会（第４回）の開催（報告） 

 

日  時：６月２日（土）１４：００～３日（日）１２：００ 

場  所：石川・珠洲市 りふれっしゅ村鉢ヶ崎、他 

出 席 者：榊原部会長、他部員７人 

主な内容：１．前回部会以降の準備状況について  

２．総務部の編成と業務について 

３．大会全体の流れについて 

４．見学者と体験プログラムの対応について 

５．外国参加者の受け入れについて 

６．大会会場での受付の具体的方法・日報の内容 

７．期間中の諸会議と対応 

８．来賓関係の対応について 

９．レセプションの対応について 

10．ジャンボリースカウトセンターについて 

11．ヒューマンリソース業務について 

12．インターネット関係 

 

大会開催前最終となる今回の専門部会では、会場の視察を行った後、

大会期間中の業務について具体的に検討し、県連盟やサブキャンプへの

依頼事項の確認を行いました。 

………………………………………………………………………………… 
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■運営会議（第３回）の開催（報告） 
 

日  時：６月５日（火）１４：００～１６：２５ 

場  所：東京・ボーイスカウト会館 

出 席 者：奥島理事長、他６人 

議  題：１．理事会新任期の執行体制について 

２．「財政再建および組織改革に関する基本方針」の行動 

計画について 

３．平成３０年度全国大会の評価について 

４．１８ＮＳＪ会場選定について 

５．２０２０年度全国大会開催地について 

６．１００周年に向けた取り組みについて 

７．１７ＮＳＪの日本連盟役員の参加について 

８．ＲＣＪ野営大会について  他 

………………………………………………………………………………… 

■財務委員会（第２回）の開催（報告） 
 

日  時：６月６日（水）１４：００～１７：００ 

場  所：東京・ボーイスカウト会館 

出 席 者：戸髙委員長、他委員５人、参席４人 

議事内容：１．前回委員会以降の財務委員会関係事項の進捗について 

２．財政再建および組織改革に関する基本方針への取り組み 

について 

３．資金造成について 他 

………………………………………………………………………………… 

本日発行のニュースは８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/ 

………………………………………………………………………………… 

http://www.scout.or.jp/
http://www.facebook.com/scout.or.jp
https://twitter.com/#!/ScoutingJapan
https://www.youtube.com/user/ScoutingJapan
https://www.instagram.com/scout_association_of_japan/

