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■おめでとうございます。 
 
秋の叙勲・褒章・社会教育功労者文部科学大臣表彰を受章された方を

ご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 
◇秋の叙勲・褒章 
 
旭日大綬章 

 高木 義明（元 衆議院議員・文部科学大臣、元 ＢＳ振興国会議員連盟 副会長） 

 平沼 赳夫（元 衆議院議員・経済産業大臣、元 ＢＳ振興国会議員連盟 会員） 

旭日重光章 

 小宮山 洋子（元 衆議院議員・厚生労働大臣、元 ＢＳ振興国会議員連盟 理事） 

 佐藤 雄平（元 福島県知事、元 福島連盟 連盟長） 

旭日小綬章 

 中山 眞一（山形県連盟後援会 法人会員） 

芳山 憲祐（大分県連盟 理事） 

瑞宝双光章 

 川田 基弘（岐阜県連盟 副連盟長） 

旭日単光章 

 山田 知輝（兵庫連盟 副連盟長） 

藍綬褒章 

 源田 俊昭（栃木県連盟 評議員長） 

 

◇社会教育功労者文部科学大臣表彰 
（役職は被表彰者一覧の「主要経歴」を記載） 
 
菅野 五郎（宮城県連盟 副理事長） 

木村 政夫（千葉県連盟 副連盟長） 

出田 行徳（長野県連盟 理事長） 

仙石 康盛（和歌山連盟 理事長） 

横山 稔 （大阪連盟 理事長） 

田中 秀樹（鳥取連盟 理事） 

清綱 秀信（山口県連盟 理事） 

谷 直樹 （香川連盟 参与） 

宮内 正民（愛媛県連盟 連盟長） 

立石  巌 （高知県連盟 事務局長） 

佐藤 昭次郎（大分県連盟 理事） 

福嶋 正己（日本連盟 理事）              ※敬称略  
 

上記のほか、受章情報等がありましたら、日本連盟事務局 組織・管

理部までお知らせください。 
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茨城県委託事業 

■「第３回小学生キャンプ」の実施（報告） 
 
日  時：１１月３日（土・祝）１３：００～４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１９人、５年生７人、６年生９人（男子２１人、女子１４人） 
スタッフ：佐藤、高橋、中島 各プログラム委員、他９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３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。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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（アンケートからの抜粋） 
・テントで寝るのは初めてだったので、とても楽しくて面白かった。 

・夜のカレー作りと朝のホットドッグ作りは、みんなで協力してどちら 
も上手にできてうれしかった。 

・二日間いろいろな出来事があって楽しかった。みんなで作ったカレー 
は、普通のカレーよりとてもおいしかった。 

・友達に誘われて来てよかった。たくさん勉強になり、また来たい。 
・来年は中学生になるので、中学生も参加できるようにしてほしい。 



 

3                   
 

全３回の小学生キャンプを無事終了することができ、参加した小学生

からは、楽しかった、また参加したいという声が多く、満足度が高い事
業となりました。 
 
※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。 
………………………………………………………………………………… 

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） 
 
株式会社モンベルの会員向けイベント「モンベルクラブフレンドフェ

ア」が先週の大阪会場に続き、今週は神奈川・パシフィコ横浜で開催さ

れ、今回もボーイスカウトでワークショップを出展しました。 

バードコール作りのワークショップを通じて鳥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子どもたちに伝え、大変好評のブ

ースになりました。また、２日間で１万２千人が集まるイベントに出展

することで、ボーイスカウトのＰＲができました。 
 
実施日：１１月３日（土・祝）～４日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
………………………………………………………………………………… 

■「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：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 
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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 

１８日（日） 青森・イオンモール下田 

        秋田・イオン能代店 

        石川・イオン御経塚ショッピング 

センター 

        千葉・イオンタウンユーカリが丘 

        山口・イオンタウン防府 

        福岡・イオンモール筑紫野 

        福岡・イオンモール福岡伊都 

………………………………………………………………………………… 

会議・委員会報告 
 

■第１３回日本アグーナリー実行委員会 

（第１回）の開催（報告） 

 

日  時：１１月３日（土・祝）１３：００～４日（日）１２：００ 

場  所：福島・国立磐梯青少年交流の家 

参 加 者：増子実行委員長、他委員９人、参席１１人 

主な内容：１．準備委員会の開催について 

２．実行委員会の編成と大会組織について 

３．基本実施要領の策定について 

４．大会のプログラムについて 

５．参加者の生活と会場利用計画について 

６．今後の準備日程について 

 

初めての開催となる今回の実行委員会では、周辺の場外プログラム 

候補地と大会会場である国立磐梯青少年交流の家の視察を行いました。

また、準備委員会で行ったグループディスカッションでの評価や改善点、

基本構想等を確認し、基本実施要領の策定に向けて参加費と大会予算、

プログラム、参加者の生活等について意見交換を行い、各専門部会にて

具体的な計画を立案することとしました。 

なお、これまでの日本アグーナリーでも行っている参加隊の現地下見

を兼ねた説明会を、来年８月に開催することで調整していくこととしま

した。 

………………………………………………………………………………… 
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■平成３０年度全国県連盟コミッショナー会議 

（第２回）の開催（報告） 

 

日  時：１１月３日（土・祝）１３：００～４日（日）１１：３０ 

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：県連盟コミッショナー４６人（代理２人を含む） 

水野副理事長・国際コミッショナー、福嶋日本連盟コミッシ 

ョナー、鈴木日本連盟副コミッショナー、中野国際副コミッ 

ショナー、榊原プログラム委員長、大久保指導者養成委員長、 

増田ＳｆＨ・安全委員長、膳師常務理事、山内常務理事 

講  演：杉原顧問・先達 

主な議題：１．日本連盟コミッショナー方針の推進 

     ２．各常設委員会報告 

     ３．表彰について 

     ４．講演 

     ５．グループ討議 

 

 今回の会議では、各常設委員会からの報告と、５月に行った第１回会

議で示された「日本連盟コミッショナー方針の推進」のうち、「団診断

Ｃ・Ｄ団の現状を把握する」について、事前に各県連盟から提出された

報告を参考にグループ討議を行い、組織拡充のための今後の教育施策に

ついて活発な意見交換をしました。また、「スカウティングの原点を探

る」をテーマに杉原顧問・先達の講演がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

■中途退団抑止特別委員会（第３回）の開催（報告） 
 

日  時：１１月４日（日）１３：００～１７：００ 

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：膳師委員長、他委員４人 

参   席：南財務副委員長、木村団支援・組織拡充委員、久保田社会連 

携・広報委員 

主な議題：全国県連盟コミッショナー会議における関連事項検討状況/ 

今後の委員会行動計画 

………………………………………………………………………………… 
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■運営会議（第７回）の開催（報告） 
 

日  時：１１月６日（火）１４：００～１６：１５ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：奥島理事長、他５人 

議  題：１．１０月理事会後の対応について 

２．１月理事会の議案について 

３．「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 

４．スカウトショップ移転について 

５．２０１９年度事業計画の策定について 

６．荻窪ミーティングについて 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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