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■ＳＣＯＵＴ ＳＨＯＰ ＴＯＫＹＯ １１月４日（日）オープン！ 
 
東京・杉並区に新しいスカウトショップ「ＳＣＯＵＴ ＳＨＯＰ ＴＯＫＹＯ」

を１１月４日（日）１１：００にオープンいたします。 
オープンを記念して、同ショップにて５,０００円以上お買い上げの方を

対象に、先着で「ＳＣＯＵＴ ＳＨＯＰ ＴＯＫＹＯ オープニングワッペン（非
売品）」をプレゼントいたします。また、セールや数量限定品の販売も 

予定していますので、ぜひお越しください。 
 

【 ＳＣＯＵＴ ＳＨＯＰ ＴＯＫＹＯ 】 

住  所：〒１６７-００４３ 東京都杉並区上荻１－２４－２１ 
協立第５１ビル ３Ｆ 

電  話：０３－５３４７－２６１１ 
営業時間： ９：００～１９：００（平日） 

     １１：００～１９：００（土日祝） 
定 休 日：第２日曜日(１１月は営業します） 

 
アクセスなどの詳細は、下記のホームページをご覧ください。 
https://www.scout.or.jp/scoutshop/index.html 
 
※東京・文京区本郷のスカウトショップは、スカウト会館の移転に伴い、１０月２８

日をもって閉店いたしました。７年間ご愛顧いただきありがとうございました。 
………………………………………………………………………………… 

茨城県委託事業 

■「第２回小学生キャンプ」の実施（報告） 
 
日  時：１０月２７日（土）１３：００～２８日（日）１３：００ 
場  所：日本連盟・大和の森 高萩スカウトフィールド 

主  催：公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 
共  催：茨城県教育委員会  

参 加 者：小学４年生１４人、５年生４人、６年生５人（男子９人、女子１４人） 
スタッフ：高橋プログラム委員、他７人 
 
茨城県からの委託を受け、小学４年生から６年生までの児童を対象と

した「第２回小学生キャンプ」を高萩スカウトフィールドで開催しまし
た。参加者は、自然に親しみながら、アドベンチャー体験、グループ活

動、テント設営、野外料理、キャンプファイアなどを体験し、１泊２日
を過ごしました。 
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また、今回のキャンプは９月に同フィールドにて資格認定を受けた 

ＮＥＡＬインストラクター講座履修者３人を、演習のためにスタッフとし

て迎えました。 
 
参加者からの感想（一部抜粋） 

・みんなと一緒にいられてとっても楽しかった。たくさんの人たちとふ
れあえた。 

・ぼくが思っていたより、たくさんの人と話すことができたので、とて
も楽しかった。 

・テント設営で、まだあまりしゃべったことがない子としゃべれるなん
て思わなかった。 

・違う小学校の子と友達になれてよかった。 
・キャンプは初めてだったけど楽しかった。皆と協力できてよかった。

またキャンプをやりたい。上手く物事を進めることができた。 
 
なお、第３回小学生キャンプを１１月３日（土・祝）～４日（日）に、同フ

ィールドで開催する予定です。 
 
※ＮＥＡＬ(NATURE EXPERIENCE ACTIVITY LEADER)は、官民一体となって 創設した体験

活動に関する新しい自然体験活動指導者制度「全国体験活動指導者認定制度」です。 
………………………………………………………………………………… 

■カーボン・オフセットキャンペーンの開催（報告） 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
本キャンペーンは、国内３８か所の国立公園と付随するビジターセン 

ターにスカウトが訪れ、現地での活動をとおして自然に対して「自分が
できること」に気づくことをねらいとして、奉仕活動を含めた体験活動

を行い、環境に対する学びを得るプログラムです。 
今年は、第１７回日本スカウトジャンボリー以前に、９つの国立公園

で２００人を超えるスカウトや指導者が参加しました。その後、県連盟
との調整のうえ、１０月に大分県と岐阜県の２つの国立公園でキャンペ

ーンを開催しました。 
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両会場とも晴天に恵まれ、それぞれ団の活動にキャンペーンを組み入

れた活動として実施し、レンジャーや山岳ガイドの方と国立公園を回り、

自然観察や動植物の写真撮影、地球温暖化に対する学びを得て、観光客

に対する意識啓発の呼びかけを行いました。 
 

◎阿蘇くじゅう国立公園 

日  時：１０月２１日（日）１０：００～１４：３０ 

場  所：大分・長者原ビジターセンター 

参  加：由布第２団１９人（スカウト１１人、指導者他８人） 
 

◎中部山岳国立公園 

日  時：１０月２８日（日）１０：００～１３：３０ 

場  所：岐阜・新穂高ビジターセンター「山楽館」 

参  加：高山第２団２４人（スカウト１４人、指導者他１０人） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大分・長者原の参加者               岐阜・新穂高の参加者 

 

カーボン・オフセットキャンペーンに関する詳細は、下記ホームページ 
もご参照ください。 

https://japancredit.go.jp/cp/national/ 

………………………………………………………………………………… 
 主催：国立青少年教育振興機構 
■第９回秋のキッズフェスタへの出展（報告） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
秋のキッズフェスタは、「体験の風をおこそう」運動の一貫として、東

京・国立オリンピック記念青少年総合センターを利用するさまざまな団

体の協力により開催しました。来場する子どもたちにさまざまな体験活

動の場を提供し、その面白さや楽しさを味わうことを通じて、積極的に

自然体験や生活体験等に取り組む気持ちを醸成することを目指してい

ます。 

https://japancredit.go.jp/cp/national/
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今年は、気持ちのよい秋晴れの中で屋外すべてのイベントブースにて

プログラムを実施し、約２,０００人の来場がありました。ボーイスカウ

トの出展したブースでは「火おこしにチャレンジ！」と題して、マッチ

を使った火起こしと串に刺したマシュマロを焼いて食べるプログラム

を実施しました。下は幼稚園や保育園年代から、上は小学校高学年の児

童まで、合計１００人以上の子どもたちが真剣な眼差しで挑戦しました。 

 

日  時：１０月２７日（土）１０：３０～１５：３０ 

場  所：東京・国立オリンピック記念青少年総合センター 

主  催：国立青少年教育振興機構 
 
………………………………………………………………………………… 

モンベルクラブ会員限定 

■モンベルクラブフレンドフェアへの出展（報告） 

 

株式会社モンベルが会員向けに開催するイベント「モンベルクラブ 

フレンドフェア」に出展しました。ブースでは、バードコール作りの  

ワークショップを提供し、これを通じて鳥たちの生態やバードコールを

使うときに気をつけることなどを伝えることができました。 
 
実施会場：１０月２７日（土）～２８日（日）大阪・インテックス大阪 

 

 
また、同イベントが以下の日程で神奈川・パシフィコ横浜にて開催 

されます。ボーイスカウトは大阪会場と同じワークショップを出展しま

すので、お近くの方はお立ち寄りください。 
 
実施予定：１１月３日（土・祝）～４日（日）神奈川・パシフィコ横浜 

 
※モンベル会員限定のイベントですが、会場で入会することも可能です。 
 
その他詳細は株式会社モンベル公式サイトをご確認ください。 

https://www.montbell.jp/generalpage/disp.php?id=376 

………………………………………………………………………………… 

https://www.montbell.jp/generalpage/disp.php?id=376
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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：１０月２８日（日） 山梨・イオン石和店  

神奈川・イオンスタイル東神奈川 

京都・イオンモール京都桂川 

 

なお、今後の予定としましては、次の会場で実施いたします。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：１１月 ３日（土・祝） 千葉・イオンモール千葉 

ニュータウン 

４日（日）  山形・イオンモール天童 

佐賀・イオンモール佐賀大和 

１０日（土）  千葉・イオンモール木更津 

長野・イオンモール佐久平 

１１日（日）  新潟・イオンモール新潟南 

大阪・イオンモール大日 

長崎・イオン大村ショッピング 

センター 

………………………………………………………………………………… 

会議・委員会報告 
 

■指導者養成委員会（第３回）の開催（報告） 
 

日  時：１０月２７日（土）１２：００～１７：００ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：大久保委員長、他委員４人、栗田日本連盟ディレクター 

主な議題：１．長中期計画の見直しについて 

     ２．ウッドバッジ実修所の見直しについて 

     ３．トレーナー制度の見直しについて 

     ４．２０１９年度に開設する上級訓練の開設計画について 

     ５．県連盟開設コースの開設調査について 他 

 

今回の委員会では、平成３０年度の各種指導者訓練コースの実施結果

を踏まえて、２０１９年度の各種指導者養成施策について協議し、上級

訓練については、各県連盟からの開設申請をもとに、開設計画を調整し

ました。 

………………………………………………………………………………… 
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■国際委員会（第３回）の開催（報告） 

 
日  時：１０月２７日（土）１３：００～１７：００ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：嶋田委員長、他７人 

参 席 者：中野国際副コミッショナー 

協議事項：１．平成３０年度事業計画の取り組みと評価について 

     ２．今後の今年度国際関係事業の準備について 

     ３．２０１９年度事業計画について 

     ４．２４ＷＳＪ派遣実行委員会への協力について 

     ５．今後のＣＪＫ関係行事について 他 

 

今回の委員会では、今年度に実施した国際交流事業の振り返りと、今

後実施する日韓スカウト交歓計画をはじめとする事業への取り組みに

ついて確認しました。また、来年度に向けた方針および事業計画を検討

しました。 

………………………………………………………………………………… 

■ＲＣＪ運営委員会（第３回）の開催について（報告） 
 

日  時：１０月２７日（土）１３：１５～２８日（日）１２：００ 

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：木村議長、他運営委員１０人、プログラム委員２人、 

アドバイザー１人 

主な内容：１．県代表への支援の拡充について 

２．今後のＲＣＪの会議について 

３．今後の予算運用について 

４．来年度以降のグループウェアについて 

５．ＲＣＪフォーラム２０１９(仮)について 

６．ローバー部門における今後の野営大会のあり方について 

 

 今回の委員会では、平成３０年度上半期における課題の確認や業務の

中間報告の後、今後に向けてのタスクを確認しました。また、次回ＲＣ

Ｊフォーラムの来年度開催に向けて場所、時期など検討しました。 

………………………………………………………………………………… 

その他 
 

内閣府他 主唱 
■平成３０年度「女性に対する暴力をなくす運動」について 
 

内閣府他各省庁主唱により、関係機関や団体等との連携協力のもと、

「女性に対する暴力をなくす運動」を毎年１１月１２日から２５日まで

の２週間実施しています。 

平成３０年度の実施について、内閣府より依頼がありましたので、本

運動がより一層広がり、有意義なものとなるよう、ご協力くださいます

ようお願いいたします。 
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主  唱：内閣府、他各省庁  

協  力：地方公共団体、女性団体その他の関係団体等 

期  間：１１月１２日（月）から１１月２５日（日） 

     （１１月２５日は「女性に対する暴力撤廃国際日」） 

趣  旨：社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取り

組みを一層強化するとともに、女性の人権の尊重のための意

識啓発や教育の充実を図ることを目的とする。 

重点事項：(1)「女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク」など 

を積極的に活用するなどにより、配偶者等からの暴力、性犯 

罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハ 

ラスメント等は女性に対する暴力であり、決して許されない 

ものであるとの社会認識を更に醸成すること。 

(2) 暴力の「未然防止」や「拡大防止」に向けた意識を高め 

るとともに、暴力の被害に遭っていながらその自覚がない人 

に被害を受けていることを認識してもらい、被害者や関係者 

が、相談窓口等の必要な情報を入手し、ためらうことなく相 

談できるようにすること。 

 

詳細は、以下を参照ください。 

内閣府男女共同参画局 平成３０年度「女性に対する暴力をなくす運動」 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/ 

………………………………………………………………………………… 

本日発行のニュースは７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.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/
http://www.scout.or.jp/
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https://twitter.com/#!/ScoutingJapan
https://www.youtube.com/user/ScoutingJapan
https://www.instagram.com/scout_association_of_japan/

