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■数量限定 企業とのコラボレーションバッジ 第３弾 

フォレストガーディアン（ ＦＳＣジャパン） 

 

 

 

 

 

 

 
 

カブスカウトの取り組むチャレンジ章に、企業とのタイアップによる

バッジが加わることになったのは既報（SAJ ニュース No.4）のとおりで

すが、この度、第３弾となるバッジ「フォレストガーディアン」が完成

しました。 

世界で最も厳しい森林認証を運営するＦＳＣ®とともに、ＦＳＣマークの

付いた製品を選ぶだけで森を守ることにつながるということを子ども

たちに知ってほしいという思いから誕生したこのバッジは、既存のチャ

レンジ章課目と同様に、家庭や集会などで細目に挑戦して修得すること

により、制服やタスキに着用することができます。 

既存のチャレンジ章などへの挑戦にも関心が向くよう、この取り組み

を活動に上手に組み込んでください。 
 
※本バッジは、企業とのタイアップにより数量限定となっております。

隊ごとでお申し込みください。また、お申し込みの状況によっては、す

べての方にバッジをお届けできない場合がございますので、あらかじめ

ご了承ください。なお、ワークブックは日本連盟ホームページよりダウ

ンロードができますので、バッジの有無にかかわらずぜひ挑戦してください。 
 
詳細は日本連盟ホームページをご覧ください。 
https://www.scout.or.jp/cb/ 
………………………………………………………………………………… 

■第１７回日本スカウトジャンボリー（１７ＮＳＪ）情報 
 
◇ジャンボリーメディアにて「インタビュー動画 会場運営部長編」を公開 
 

インタビュー動画の第８弾として 

片渕会場運営部長へのインタビュー

を公開しました。 

会場運営部の役割やジャンボリー

を楽しむ秘訣などについてお話し 

いただいています。 
 

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 
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◇参加者・スタッフ向け情報に「クックブック」を掲載 
 

クックブックでは、参加隊の基本献立と

配給食材および配給量や調理方法例を 

紹介しています。各隊でダウンロードして 

ご活用ください。 

１７ＮＳＪの楽しいキャンプライフは

食事から。参加隊の事前訓練で内容を確認

し、献立メニューを隊独自のものにアレン

ジしても構いません。食を通じて、ジャン

ボリーを大いに楽しみましょう！ 

 

詳細は、１７ＮＳＪ特設サイト「参加者・スタッフ向け情報」を 
ご確認ください。 
https://www.scout.or.jp/17nsj/participant/index.html 

………………………………………………………………………………… 

■ＲＣＪ Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔ 申し込み締め切り延長について 
 

今夏、大和の森 高萩スカウトフィールドで 

開催する ＲＣＪ Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔ の申し込み期日を 

７月２７日（金）まで延長いたします。 

 参加希望者は申込書を専用サイトからダウ

ンロードし、団、地区、県連盟の承認を経て

県連盟を通じて申し込んでください。 
 
参加申込書（専用サイト） 

https://goo.gl/forms/E2SMNhE7aMujPBxf1 
 
 今回の大会は、ローバースカウト年代にふさわしい冒険的な活動や、

自主企画活動、仲間との交歓に加え、茨城県内の小学生を招いた交流プ

ログラムなども予定しており、参加者が幅広い活動を体験できるよう準

備を進めています。 

 参加をご希望の方でご質問等がありましたら、rcjrequest@scout.or.jp 

までご連絡ください。 

 

開催期間：８月２３日（木）～８月２６日（日） 

場  所：日本連盟・大和の森 高萩スカウトフィールド 

参 加 者：ローバースカウト年代のスカウトおよび指導者  

主な内容：１．１日プログラム（自然体験活動、社会奉仕活動ほか） 

２．半日プログラム（ウッドクラフト、フォーラムほか） 

３．ローバーナイト 他 

  

ＲＣＪ Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔ フェイスブック： 

https://www.facebook.com/RCJRQ/?ref=br_rs 

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

 

スカウト活動で培ったスキルや体験を企業や社会でどのように活か

すことができるかをディスカッションする場として、継続的に開催して

いる標記事業の１０回目を以下のとおり実施しました。 

今回は、ボーイスカウトのメンバーであり、火山学者の東京工業大学 

野上教授をお招きし、「Scouting, for whom and for what」をテーマに

スカウト時代の経験談や、職業に就いたきっかけ、火山についてなどを

お話しいただきました。そして、もし火山噴火を含む自然災害が発生し

たとき、ローバースカウトだからできることを題材にグループワークを

行いました。 

 

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 

テ ー マ：Scouting, for whom and for what 

参 加 者：７県連盟１６人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業は、今後も継続して、定期的に開催いたします。開催情報等は

日本連盟ホームページおよび Facebookに掲載してまいります。 

………………………………………………………………………………… 
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お知らせ 
 

■ Lightning ８月号にボーイスカウト大きく掲載！ 
 

 
こだわりのある暮らしを追求するライフスタイルマガジン

「Lightning（ライトニング）」。８月号は誌面全体的に「アウトドア」感
の強い内容となっており、巻頭特集で「外遊びとクルマ選び」と題し、
さまざまなアウトドアアクティビティ（キャンプ、釣り、サーフィンな
ど）を楽しむ人物と、それを楽しむ為に愛用している私物のクルマを紹
介しているほか、アウトドアに関連して「冒険心を忘れない大人のため
のボーイスカウト講座」という形でボーイスカウトをとりあげていただ
いております。 
１２ページにわたり、ボーイスカウトの歴史や各国の制服、ボーイス 

カウトミュージアム、ボーイスカウトの古着等々、Lightning ならでは
の視点でボーイスカウトの魅力を発信していただいていますので、ぜひ
ご覧ください。 
 
枻出版社ホームページ 
https://www.ei-publishing.co.jp/magazines/regular/lightning/ 
………………………………………………………………………………… 

会議・委員会報告 
 

■１７ＮＳＪ信仰奨励プログラム打ち合わせ会 

（第５回）の開催（報告） 
 
日  時：６月２７日（水）１３：３０～１７：００  
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、他教宗派担当者１０人 
主な内容：１．信仰奨励班スタッフへの事前案内について 
     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準備について 
 

今回の会議では、信仰奨励班スタッフへの事前案内について協議し、
信仰奨励プログラムの準備、必要備品と資材、教宗派を超えた集いにつ
いて最終確認をしました。今後、信仰奨励班業務分担に基づき、大会期
間中の日程表を作成することとしました。 
………………………………………………………………………………… 

https://www.ei-publishing.co.jp/magazines/regular/lightning/
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■１７ＮＳＪ広報専門部会（第４回）の開催（報告） 
 
日  時：６月３０日（土）１３：００～１８：３０ 

場  所：東京・ボーイスカウト会館 

出 席 者：松平部会長、他部員９人、参席１人 

主な議題：１．各班の進捗状況報告と課題 

     ２．奉仕者の配属について 

     ３．記者会見について  

     ４．当日の流れ 他 
 

大会開催前最後となった今回の専門部会は、各班の進捗状況の確認や

奉仕者の配属、期間中の流れについて協議しました。 

………………………………………………………………………………… 

■ ＲＣＪ Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔ 実行委員会（第４回）の開催（報告） 
 

日  時：６月３０日（土）１３：００～７月１日（日）１１：３０ 

場  所：日本連盟・大和の森 高萩スカウトフィールド 

出 席 者：出口実行委員長、他委員９人 、アドバイザー１人 

主な議題：１．プログラム実踏 

２．期間中の野営生活について 

３．大会予算について 

４．大会制作物について 

５．今後の準備スケジュールについて 
 
 今回の実行委員会では、会場の実踏を行い、期間中の野営生活、大会

予算、制作物等について確認しました。参加者にとって有意義な大会と

なるようさまざまな計画を準備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
…………………………………………………………………………… 

■日本連盟ディレクター会議（第２回）の開催（報告） 
 
日  時：７月１日（日）１０：００～１６：３０ 

場  所：京都・ボーイスカウト京都連盟事務局 

出 席 者：栗田日本連盟ディレクター、他副ディレクター４人 

主な議題：１．平成３０年度春季開設ＷＢ研修所およびＷＢ実修所の評価 

     ２．平成３０年度トレーナーコースの評価 

     ３．ＷＢ研修所課程別研修の見直し 

     ４．ＷＢ実修所の見直し 

     ５．ウッドクラフトコース２０１９の検討 他 
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今回の会議では、春季に全国で開設されたＷＢ研修所スカウトコース

および課程別研修の開設報告を確認し、コース内容の見直しについて検

討しました。ＷＢ実修所についても、春季に開設した３コースの実施結

果をふまえ、２０１９年度に向けた見直しについて協議しました。 

………………………………………………………………………………… 

■スカウトソング特別委員会（第１回）の開催（報告） 
 
日  時：７月１日（日）１３：００～１６：００ 

場  所：東京・ボーイスカウト会館 

出 席 者：石原委員長、他委員５人 

主な内容：１．平成３０年度スカウトソング委員会の主な取り組みについて 

     ２．スカウトソング研修会・ワークショップの開催について 

     ３．スカウトソングリーダーの認定について 

     ４．歌集の改訂作業について 
      

今年度初めての特別委員会では、今期委員会の主な取り組み、スカウ

トソング研修会とワークショップの開催予定について協議しました。ま

た、前期委員会からの課題であるスカウトソングリーダーの認定と更新、

ＢＳ歌集の改訂について検討し、歌集については改訂部分の確認を行い、

作業を進めることとしました。 

………………………………………………………………………………… 

■運営会議（第４回）の開催（報告） 
 
日  時：７月３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５人 

議  題：１．１８ＮＳＪ会場選定について 

２．２０２０年度全国大会開催地について 

３．臨時理事会の開催について 

４．１７ＮＳＪの準備状況と日本連盟役員の参加日程 

について 

５．「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 

６．１００周年に向けた取り組みについて 

７．社会教育功労者の推薦について 他 
 

………………………………………………………………………………… 

本日発行のニュースは６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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