
 

1                   

 

■平成３０年度ボーイスカウト振興国会議員連盟総会 

の開催（報告） 

 

平成３０年度ボーイスカウト振興国会議員連盟（ＢＳ議連）総会が、

衆議院議員・参議院議員７５人（代理者含む）の出席を得て衆議院第二

議員会館で開催されました。 

司会の笠浩史理事･事務局長の開会の辞に続き、逢沢一郎会長の挨拶、

ボーイスカウト日本連盟からは奥島理事長から近況報告を含めた挨拶

がありました。 

協議では、昨年タイで開催されたＷＳＰＵの総会があったことや日本

連盟の２０１９年度の取り組み、日本連盟創立１００周年に向けた計画

を説明し、引き続きボーイスカウト運動への必要な支援をいただくこと

について承認されました。 

なお、議事に先立ち、ボーイスカウト日本連盟より、山本拓衆議院議

員、金子恭之衆議院議員に功労章「たか章」を贈呈いたしました。 

 

日  時：３月１３日（水）８：３０～９：００ 

場  所：東京・衆議院第二議員会館 

出 席 者：逢沢一郎 会長、塩谷立 副会長･事務総長、笠浩史 理事･事務

局長、他国会議員３４人、代理者３８人 計７５人 

協議事項：１．２０１９年度事業計画について 

２．第２４回世界スカウトジャンボリーの概要について 

３．２０２２年・日本連盟創立１００周年について 他 
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山本ともひろ 理事･事務局次長（司会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             BS日本連盟 奥島理事長        BS日本連盟 水野副理事長 
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■スカウトと社会をつなぐ場所（第１２回）の開催（報告） 

 

ローバースカウト年代を対象に、継続的に開催している標記事業（第 

１２回）を以下のとおり実施しました。 

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、

長く繁栄する組織の共通点などをお話しいただくとともに、グループ 

ワークを通じてスカウト活動の強みなどを参加者がディスカッション

しました。 

昨年２月に、大坪特別顧問をお招きして本事業（第７回）を大阪で開

催しており、関東ローバーの希望により今回の東京開催が実現しました。 

 また、今回の会場はパナソニック東京をお借りし、希望者は事業前に

会場見学をさせていただきました。 

 

日  時：３月１３日（水）１８：００～２０：００ 

（１７：００から会場見学ツアー） 

場  所：東京・パナソニックセンター東京 

ゲ ス ト：パナソニック株式会社 特別顧問 大坪 文雄 氏 

テ ー マ：「スカウト活動を維持・発展させ続けるには」 

参 加 者：６県連盟２３人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。日

本連盟ホームページおよび Facebook等でご案内します。 
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■難民支援衣料回収プロジェクト２０１９春の実施（告知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６年から実施している本プロジェクトに、昨シーズンもご協力

いただきありがとうございました。 

全国から多くの団にご協力いただき、これまでに５万着以上の衣料を

回収することができました。回収した衣料は、株式会社ユニクロと国連

難民高等弁務官事務所の連携により、各地の難民キャンプに届けられて

います。 

しかし、まだ多くの難民が衣料を必要としており、特に子どもサイズ

が必要とされている状況です。 

本プロジェクトは、年に２回のキャンペーン期間（春と秋）を設けて

実施しており、本年も３月１日（金）から春の参加申し込みを開始して

おりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

期  間：３月１日（金）～５月３１日（金） 

※店舗への持ち込みは４月１日（月）から 

 

参加方法：日本連盟ホームページ内に設置している専用フォームから 

お申し込みください。 

 

回収対象：①ユニクロ・ＧＵ（ジーユー）の着なくなった服 

②子ども服（６０～１５０ｃｍ）に限り、ユニクロ・ＧＵ 

以外のブランドも可 

 

※参加申し込みをいただいた団を対象に、地域への協力の呼びかけにお

使いいただけるチラシを一定数配布いたします。また、同チラシは日本

連盟ホームページからダウンロードすることが可能ですので、ぜひご活

用ください。 

     

その他詳細に関しましては、日本連盟ホームページをご確認ください。 

https://goo.gl/nReYzV 
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https://goo.gl/nReYzV
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■もったいない寄付「ボランティアデー」の実施（報告） 

 
「もったいない寄付」として届けられた書き損じハガキ等の整理と仕

分けを行う「ボランティアデー」を、３月７日（木）に東京・スカウト

会館で実施しました。当日は、あいにくの天候でしたが、有志２０人の

参加を得て、順調に作業を行いました。 

今回集まったご寄付は、経済的な事由等により、スカウト活動に参加

することが困難なひとり親家庭等の支援「ともに進もう助成プログラム」

の資金とさせていただきます。 

ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。換金結果等は、

今後、日本連盟ホームページなどに掲載する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、今後も継続して書き損じハガキ等の回収いたします。まだまだ

不足していますので、ぜひ周囲への呼びかけ等、一層のご協力をいただ

きますようお願いいたします。 

………………………………………………………………………………… 

会議・委員会報告 
 

■指導者養成委員会（第４回）・日本連盟ディレクター会議 

（第５回）の開催（報告） 
 

日  時：３月２日（土）１０：３０～１７：３０ 

場  所：京都・ボーイスカウト京都連盟事務局 

出 席 者：大久保委員長、他委員４人、正副ディレクター５人 

主な議題：１．平成３０年度事業報告と２０１９年度事業計画について 

２．平成３０年度トレーナー研究集会開催評価について 

３．トレーナー制度の見直しについて 

４．２０１９年度全国大会について 

５．スキルトレーニングの推進、スキルアップアドバイザー 

の募集について  他 
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今回の会議では、規程改正により２０１９年度から定型訓練として開

設するウッドクラフトコースについて再度見直し、スカウトスキルを活

用したスカウトプログラムの重要性を再確認するとともに、指導者への

スキルトレーニングの推進について協議しました。 

また、２０１９年度もスキルアップアドバイザーを募集することを確

認しました。 

………………………………………………………………………………… 

■社会連携・広報委員会定例打ち合わせ 

（本年度第１８回/通算第４８回）の開催（報告） 
 

日  時：３月７日（木）１６：３０～１９：００ 

場  所：東京・スカウト会館 

出  席：磯山委員長、他委員６人、参席１人 

主な内容：１．写真コンテスト２次審査 

２．２０１９年度の新チャレンジ章（コラボレーションバッジ） 

について 

３．本年度事業報告作成案について 

４．来年度事業計画に基づく実行計画について 他 

 

 今回の定例会では、主に今年度の事業報告および次年度の事業計画の

具体的な進め方等について意見交換をし、年度内の検討日程や手順を確

認しました。 

………………………………………………………………………………… 

■平成３０年度新任副リーダートレーナー 

研修会の開催（報告） 
 
◇東会場 

日  時：３月９日（土）１１：００～１６：００  

場  所：東京・スカウト会館 

参 加 者：１２県連盟１５人 

 

◇西会場 

日  時：３月１０日（日）１１：００～１６：００  

場  所：大阪・大阪スカウト会館 

参 加 者：１０県連盟１２人 

 

主な内容：１．委嘱状と３ビーズの授与 

２．トレーナーの役務と指導者養成体制 

３．平成３０年度トレーナー研究集会 

４．トレーニングチームハンドブックの活用 

 

 ２０１９年４月１日付で委嘱する新任副リーダートレーナーの研修

会を東西２会場で開催し、トレーナーの委嘱状と３ビーズの授与、ウッ

ドバッジ研修所スカウトコース等の評価、副リーダートレーナーとして

の心構えなどについて研修を行いました。 

………………………………………………………………………………… 
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■共済運営特別委員会（第５回）の開催（報告） 

 
日  時：３月１０日（日）１３：００～１６：００ 

場  所：東京・スカウト会館 

出  席：樽谷委員長、他委員３人、参席１人 

主な議題：１．来年度共済事業について 

     ２．平成３０年度共済事業決算見込みについて 他  

 

今回の委員会では、来年度の共済事業の予算案、および安全普及啓発

活動の事業計画案と予算案について協議し、併せて平成３０年度決算見

込み等ついて協議しました。 

………………………………………………………………………………… 

■危機管理委員会緊急事態対策室会議（第２回） 

の開催（報告） 
 

日  時：３月１２日（火）１０：３０～１１：５０ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：佐野常務理事、他５人 

内  容：１．前回会議（１月１２日）以降の危機管理委員会対策室の 

動き 

     ２．前回会議で協議した事項の報告 

     ３．加盟時の予防措置の検討 

     ４．今後の対応について 

………………………………………………………………………………… 

■理事会（第３回）の開催（報告） 
 

日  時：３月１２日（火）１２：００～１３：４０ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：奥島理事長、他理事２０人、監事１人 

議  案：１．２０１９年度事業計画について 

     ２．２０１９年度予算について 

     ３．加盟登録料の減免について 

     ４．後楽園ＳＡＪビルの賃貸化について 

     ５．２０１９年５月開催の定時議員会の議案について 

     ６．名誉役員の追加委嘱について 

     ７．第１８回日本スカウトジャンボリーの利用会場について 他 

………………………………………………………………………………… 

■臨時評議員会（第２回）の開催（報告） 
 

日  時：３月１２日（火）１５：００ ～ １６：５０ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：谷口評議員長、他１９人、参席７人 

議  案：１．後楽園ＳＡＪビルの賃貸化について 他 

………………………………………………………………………………… 
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その他 
 

■次号日本連盟ニュースの発行について 
 

次号の日本連盟ニュース（第４７号）の発行は、３月２０日(水)を予

定しております。 

 

………………………………………………………………………………… 

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.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/

