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■第１２回「スカウトと社会をつなぐ場所」の開催（予告） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スカウトと社会をつなぐ場所」は、企業や団体にご協力いただき、 

これから社会に出ていくローバースカウトおよび同年代の指導者を 

対象に、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、継続的に実施

しています。 

今回は、パナソニック株式会社から大坪文雄特別顧問にお越しいただ

きます。大坪特別顧問は、昨年２月に大阪で実施した第７回に続き２回

目のご登壇になります。前回大きな反響があり、ぜひ関東でもお願いし

たいというローバー年代からの強い要望に応じてくださいました。 

申し込み締め切りは２月２８日（木）です。多くの皆さまのご参加を

お待ちしております。 

 

日  時：３月１３日（水）１８：００～２０：００ 

※１７：００から会場見学が可能です。希望する場合は、 

申し込みフォームにチェックをお願いします。 

場  所：パナソニックセンター東京（東京都江東区有明 3-5-1） 

ゲ ス ト：パナソニック株式会社 特別顧問 大坪 文雄 氏 

対  象：ローバースカウトおよび同年代指導者 

内  容：ゲストからの講演、グループワーク等 

参 加 費：無料 

 

お申し込みはこちらから 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUtnJlqZOoxVibdtibLQB8WaagB

9KXHGFpV00C7jKZRWsqTg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 
（※写真は昨年２月開催の様子） 

 

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。 
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■もったいない寄付のお願いについて 
 
◇書き損じ年賀ハガキなどを２月末までにお送りください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボーイスカウト日本連盟では、経済的な事由によりスカウト活動に参

加することが困難なひとり親家庭等を支援するため「ともに進もう助成 

プログラム」として、書き損じハガキなどの回収（もったいない寄付）

を行っています。 

皆さまからお寄せいただいた書き損じハガキや使用済み切手等を 

換金し、ひとり親家庭等のスカウトへ助成を行います。 

昨年末、もったいない寄付送付用の専用封筒を、各団にお送りしてい

ますので、２月末までにお送りいただければ幸いです（専用封筒以外で

も受け付けております）。 

皆さまのご支援、ご協力をお願いいたします。 
 
※配布している封筒の宛先は「文京区本郷」の住所になっていますが、 

転送されますのでそのままお出しいただけます。 

 

◇ボランティアデー参加者募集！ 

全国から寄せられている書き損じハガキ等の整理・仕分け作業に、 

今年も皆さまのお力添えをいただきたく、参加者を募集しています。 

参加いただける方は、下記リンクの参加受付フォームからお申し込み

ください。 
 
日  時：３月７日（木）１９：００～２０：３０ 

※途中参加、途中退場も可です。ご都合のよい時間にお越しください。 

場  所：東京・スカウト会館 
http://www.scout.or.jp/facility/boyscout_union.html 

募集人数：２０人 

参加対象：どなたでもご参加いただけます。 
 
参加受付フォームはコチラ↓ 
https://goo.gl/forms/DFlrqT9Z52fbfFfj2 
 
※ボーイスカウト加盟員の方はぜひネッカチーフをご持参ください。 

※ボランティアデー当日の書き損じハガキ等の持ち込みも大歓迎です。 
 
もったいない寄付の宛先および問い合わせ先： 

（公財）ボーイスカウト日本連盟 事務局「もったいない寄付」係 

住所 〒167-0022 東京都杉並区下井草 4-4-3 

TEL 03-6913-6262   FAX 03-6913-6263 

………………………………………………………………………………… 
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■「次世代につなげるスカウト運動セミナー」の開催（報告） 
 
日本連盟の重要課題である「中途退団」を減少させていく方策を企画・

展開していくために編成した中途退団抑止特別委員会により、全国を 

訪問しながら各団運営者を対象とした「次世代につなげるスカウト運動

セミナー」を開始しました。セミナーは、中途退団を減少させていく方

策を検討し、実践するために、それぞれの地域特性を考えながら、さま

ざまなヒントやアイデアを見つける機会としています。 
 
【パイロット版第１回】 

日  時： ２０１８年１２月２２日（土）１３：３０～１６：３０  

会  場： 広島・ＪＭＳアステールプラザ  

参 加 者： ２９人   

スタッフ： 中途退団抑止特別委員会 膳師委員長、他委員４人、 

県連盟協力スタッフ（県外含む）６人  
 
【パイロット版第２回】 

日  時： ２０１９年２月２日（土）１３：３０～１６：３０  

会  場： 鳥取・倉吉市上井公民館  

参 加 者： ３０人   

スタッフ： 中途退団抑止特別委員会 膳師委員長、他委員２人 
 
 本セミナーは、本年度中にパイロット版第３回を開催の後、次年度よ

り、各ブロックで２会場を目途に開催していきます。今後の開催につい

ては、日程や会場が決まり次第、お知らせします。 

………………………………………………………………………………… 

■コラボレーションバッジ「新チャレンジ章」 

についてのお知らせ（お詫び） 
 
機関誌「スカウティング」１月号（７２９号２０１９年１月発行）にてご案内

しておりますコラボレーションバッジ「新チャレンジ章」に関しまして、

今月上旬に日本連盟ホームページでの情報公開を予定しておりました

が、今月中旬から下旬の情報公開に延期させていただきます。 

楽しみにお待ちいただいている皆さまには申し訳ございませんが、 

ご理解のほどよろしくお願いいたします。今後のスケジュールが決まり

次第、日本連盟ホームページ等でご案内いたします。 

………………………………………………………………………………… 

■「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」。 

今年度の実施は、残すところあと２会場です。 
 

実施予定：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 
 
お近くへお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

………………………………………………………………………………… 
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会議・委員会報告 
 

■プログラム委員会（第５回）の開催（報告） 
 

日  時：２月２日（土）１１：００～１８：００ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：榊原委員長、他委員６人 

主な内容：１．プログラム関連事業および会議の報告 

     ２．第３７回富士スカウト代表表敬について 

     ３．２０１９年度プログラム関連事業について 

     ４．セーフ・フロム・ハームの取り組みについて 

     ５．部門のプログラムの見直しについて 

     ６．海外プログラム検討／プログラムパッケージ開発に 

ついて 

     ７．ＲＣＪの諸活動について 他 

 

 今回の委員会では、１０月から１月にかけて開催した各種事業や諸会

議の報告、今期のプログラム委員会の取り組みと事業評価、次の任期に

向けた計画と継続検討課題について確認しました。 

 全部門のプログラム見直しについては、各部門の進歩の状況調査の具

体的な内容検討を行い、県連盟に依頼することを確認しました。次年度

のプログラム関連事業については、各種野営大会のほか、ＲＣＪの取り

組みについて進捗状況を確認しました。 

………………………………………………………………………………… 

■スカウトソング特別委員会（第３回）の開催（報告） 
 

日  時：２月２日（土）１３：００～１６：１５ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：石原委員長、他委員６人 

主な内容：１．平成３０年度スカウトソング研修会（熊本会場）の評価 

について 

     ２．平成３０年度スカウトソングワークショップの評価に  

ついて 

     ３．次年度の研修会・ワークショップの予定について  

４．県連盟主催スカウトソング研修会への委員派遣について 

５．改訂歌集の要修正箇所等の確認 

 

今回の特別委員会では、主に今年度開催したスカウトソング研修会と

スカウトソングワークショップの評価・反省を行い、次年度のスカウト

ソング研修会については、開催希望のあった２県連盟の日程、会場候補

地等の諸条件について確認し、開催候補地を検討しました。また、次年

度より、県連盟開催のスカウトソング研修会への委員派遣を実施する方

向で派遣要項を検討し、今後、各県連盟に希望の照会を行うこととしま

した。 

………………………………………………………………………………… 
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■プログラム委員会・指導者養成委員会正副委員長会議 

の開催（報告） 
 

日  時：２月３日（日）１０：００～１３：００ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：榊原プログラム委員長、大久保指導者養成委員長、 

他両副委員長２人 

参 席 者：福嶋日本連盟コミッショナー 

主な内容：１．プログラムの見直しについて 

     ２．隊長ハンドブックについて 

     ３．キャンプスタンダードについて 

     ４．富士特別野営２０１９・ウッドクラフトコース第１期に 

ついて 

 

 今回の会議では、プログラム委員会で進めているプログラムの見直し

と実証研究について確認し、指導者養成委員会としての関わり、および

見直し内容の訓練コースへの反映や隊長ハンドブックの作成について

意見交換を行いまいした。また、両委員会に関係するキャンプスタンダ

ードの検討と、今夏、高萩スカウトフィールドで開催する富士特別野営

２０１９とウッドクラフトコース第１期の準備状況を確認しました。 

………………………………………………………………………………… 

 

■富士特別野営２０１９実行委員会（第１回）の開催（報告） 
 

日  時：２月３日（日）１３：００～１６：３０ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：榊原実行委員長、他委員３人 

主な議題：１．前回大会からの申し送り事項の確認について 

２．基本実施要領と参加申込要領について 

３．大会プログラム内容について 

４．実行委員の役務分担について 

 

 今回の実行委員会では、前回大会の申し送り事項と大会後に実施した

参加者アンケートの結果をふまえ、本大会運営に関する改善提案を確認

したほか、基本実施要領と参加申し込みに必要な参加資格等の諸条件に

ついて確認を行いました。また、多くのスカウトが参加できるよう、参

加条件だけでなく募集や告知方法についても検討しました。 

………………………………………………………………………………… 
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■運営会議（第１０回）の開催（報告） 
 

日  時：２月５日（火）１４：００～１６：３０ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：奥島理事長、他５人 

議  題：１．２０１９年度事業計画案および予算案について 

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．加盟員拡大と中途退団抑止への取り組みについて 

４．３月理事会および３月臨時評議員会の議案について 

５．２０１９年度全国大会およびＡＰＲ関係会合について 

６．１００周年に向けた取り組みについて 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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