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■「全国防災キャラバン２０１９」 

キックオフイベントの開催（報告） 

 

４月１４日（日）、岡山・イオンモール倉敷に

おいて、今年度の「全国防災キャラバン」キック

オフイベントを開催しました。 

４年目となる「全国防災キャラバン」は、昨年

７月の西日本豪雨からの復興や被災の教訓を 

全国に伝えるために岡山からスタート。キックオフイベント内で行った

セレモニーに倉敷市の伊東市長をお招きし、昨年の被災時の様子や、災

害時にボーイスカウトに寄せる期待などをお話しいただき、最後にビー

バースカウトとカブスカウトによる「防災宣言」を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

救急簡易担架体験        段ボールベッド体験 

 

 

 

 

 

 

 

 
持ち出し用品ゲーム     写真洗浄体験（社会福祉協議会） 

 

今年度の「全国防災キャラバン」は、全国のイオンモールなど約７０

会場での実施を予定しています。今後、日本連盟ホームページや各種Ｓ

ＮＳ等で情報を発信していきますので、お近くで開催の際はぜひご参加

ください。 

………………………………………………………………………………… 
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■２０１９年度全国大会 

「スカウティングエキスポ」出展者募集中！ 
 
加盟員以外の一般市民への本運動の理解を広めるとともに、指導者の

研鑽の場、また参加者との情報交換の場として全国大会を開催し、今回

も同会場において「スカウティングエキスポ（展示）」を行います。 
出展者を募集しておりますので、日本連盟ホームページで募集要項を

ご確認のうえ、ぜひお申し込みください。なお、今年は展示だけではな
くステージプログラムも募集しております。 
 
◇「スカウティングエキスポ」 

実施期間：５月２５日（土）１１：００～１７：００、 
２６日（日）９：３０～１３：００ 

会  場：鹿児島市民文化ホール 市民ホール、展望ギャラリー 
（鹿児島市与次郎二丁目 3番 1号） 

申込締切：４月２４日（水）日本連盟必着 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※写真は昨年のエキスポ会場の様子です。 
 
募集要項は下記ＵＲＬをご確認ください。 

https://www.scout.or.jp/member/ 
………………………………………………………………………………… 

体験の風をおこそう運動推進委員会 主催 

■第８回春のキッズフェスタ～親子でわくわく・どきどきの

チャレンジＤＡＹ！～開催（予告） 
 
 都心の森で、さまざまな体験を楽しみ、春の１日を過ごしましょう！ 
春のキッズフェスタは、ボーイスカウト日本連盟をはじめ、さまざま

な団体が連携して実行委員会を構成し、来場する子どもたちに体験活動
の場を提供します。 
ボーイスカウトのブースでは、「火おこしにチャレンジ」として、焼き

マシュマロを作ります。他にも、万華鏡作り、ボッチャ体験、ブライン
ドサッカー体験、超大型絵本、丸太切り、ポニーや小動物とのふれあい、
消火器ストラックアウトなど、さまざまな活動が行われます。 
ぜひ団や隊でご参加ください。 

 
日  時：５月１８日（土）１０：３０～１５：３０  
会  場：東京・国立オリンピック記念青少年総合センター  
主  催：体験の風をおこそう運動推進委員会 
備 考：雨天決行。一部事前申し込みが必要なプログラムがあります。 
    詳細はチラシをご参照ください。 
https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/2019_kids_festa_spring_c
hirashi.pdf 
………………………………………………………………………………… 

https://www.scout.or.jp/member/
https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/2019_kids_festa_spring_chirashi.pdf
https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/2019_kids_festa_spring_chirashi.pdf
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会議・委員会報告 
 

■社会連携・広報委員会 社会連携・広報フォーラム 

小委員会（第１回）の開催（報告） 
 
日  時：４月９日（火）１８：００～２０：００ 

場  所：東京・ファンドレックス 会議室 

出 席 者：井上委員長、他委員６人 

内  容：１．全国社会連携・広報フォーラムの運営について 

２．役割分担について 

      ３．研修資材の準備について 他 
 

 社会連携・広報委員会のもとに設置した、社会連携・広報フォーラム

小委員会の初回会合を行いました。この小委員会では本年度、全県連盟

を訪問して展開する同フォーラムの具体的推進を担当します。今後はオ

ンラインでのミーティングを活用しながら、準備を進めていくこととし

ました。 

………………………………………………………………………………… 

■合同常設委員会（全体会）の開催（報告） 
 
日  時：４月１３日（土）１１：００～１２：４０ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：山内常務理事、福嶋日本連盟コミッショナー、他日本連盟役員、 

常設委員会委員、正副ディレクター、ＲＣＪ運営委員会正副議長、 

コミッショナー任務別研修検討タスクチーム員  計５１人 

内  容：１．日本連盟コミッショナーの話 

２．今年度の常設委員会の主な取り組み 

３．今年度の中途退団抑止特別委員会の取り組み 
 
合同常設委員会（全体会）では、今年度の開始にあたり、事業計画、

コミッショナー方針および常設委員会の事業取り組み状況を共有しま

した。全体会の後、各委員会を開催しました。 

……………………………………………………………………………… 

■プログラム委員会（第１回）の開催（報告） 
 
日  時：４月１３日（土）１３：００～１８：２０ 

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 

     ２．２０１９年度事業計画について 

     ３．長中期より今年度取り組む施策 

     ４．各種委員会と連携して取り組む施策 
 
合同常設委員会（全体会）後、今年度初めての委員会を開催しました。

新たな委員１人を迎え、前年度の取り組みについて委員会記録と事業報

告の確認を行い、２０１９年度の事業計画に沿って、委員会の中での役

務分担を調整しました。 

………………………………………………………………………………… 
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■指導者養成委員会(第１回)と 

ディレクター会議（第１回）の合同開催（報告） 
 

日  時：４月１３日（土）１３：３０～１７：００ 

場  所：東京・井草地域区民センター 

出 席 者：松下副委員長、他委員４人、正副ディレクター４人 

主な議題：１．２０１９年度事業計画 

          ２．今年度の主な取り組み、検討事項について 

３．２０１９年度全国大会 全国スカウト教育会議 他 

 

 合同常設委員会（全体会）後、今年度初めての委員会をディレクター

会議との合同で開催し、相互に関連事業を確認しました。また、当日は

関連するタスクチームの初回会議も開催しました。 

………………………………………………………………………………… 

■社会連携・広報委員会（年度公式第１回、通算第５２回） 

の開催（報告） 
 

日  時：４月１３日（土）１３：３０～１７：２０ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：磯山委員長、他委員１０人 

内   容：１．今年度の取り組み、役割分担、スケジュール 

２．１３ＮＡへの社会連携・広報委員会としての取り組み 

      ３．ＷＥＢサイトの今後の運用 

     ４．社会連携・広報フォーラムの全国展開 

     ５．企業とのコラボレーションの推進  他 

 

 合同常設委員会（全体会）後、委員会を開催し、今年度の各種取り組

みについて協議しました。 

………………………………………………………………………………… 

■「セーフ・フロム・ハーム」・安全委員会 

（第１回）の開催（報告） 
 

日  時：４月１３日（土）１３：３０～１８：００ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：増田委員長、他委員６人 

主な内容：１．「セーフ・フロム・ハーム」に関する取り組みについて 

     ２．安全促進啓発活動について 

     ３．「安全入門」改訂タスクチームについて 他 

 

 合同常設委員会（全体会）後、今年度初めての委員会を開催しました。

２０１９年度事業推進スケジュールを確認するとともに、全国スカウト

教育会議（全国大会第２日目のテーマ別集会）のひとつとして行う集会

の運営方法や、今年度に各ブロックで開催予定の「セーフ・フロム・ハ

ーム」推進説明会の内容について協議しました。 

………………………………………………………………………………… 
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■信仰奨励委員会（第１回）の開催（報告） 
 

日  時：４月１３日（月）１３：３０～１６：３０  

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：村上委員長、他委員４人 

主な内容：１．今年度の主な取り組みについて 

     ２．天理教章授与基準の新設について  

     ３．宗教関係者の会総会の開催について 

      

合同常設委員会（全体会）後、今年度初めての委員会を開催し、主に

今期の取り組みについて協議しました。また、天理教からの授与基準設

置の申請について検討し、基準に合致していることを確認しました。 

さらに、「宗教関係者の会」総会について、５月の全国大会時に開催す

ることとし、議題等の確認をしました。 

………………………………………………………………………………… 

■コミッショナー任務別研修検討 

タスクチーム会議（第１回）開催（報告） 
 

日  時：４月１３日（土）１３：００～１７：００ 

場  所：東京・井草地域区民センター 

出  席：大久保チーム主任（指導者養成委員長）、他チーム員４人 

主な内容：コミッショナー訓練の改定 

 

このタスクチームは、１００周年に向けた長中期計画の「指導者養成」

「スカウティングにおける成人の役割」を推進するため、スカウト運動

における成人に関する世界方針に基づき、コミッショナー訓練を見直す

ために設置されました。今回の会議では、コミッショナーの任務別研修

についての検討を進めました。 

………………………………………………………………………………… 

■安全促進フォーラム（滋賀会場）の開催（報告） 
 

日  時：４月１４日（日）１０：００～１６：３０ 

場  所：滋賀・草津市立まちづくりセンター 

参 加 者：滋賀連盟５８人、スタッフおよび講師６人 

主な内容：１．そなえよつねに共済と対人・対物賠償責任保険、 

事故データ分析 

     ２．裁判事例に学ぶ安全対策 

      ３．有効な安全対策を考えるための原因分析 

     ４．安全普及フォーラムを開催するために 

………………………………………………………………………………… 
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■団支援・組織拡充委員会（第１回）の開催（報告） 
 

日  時：４月１４日（日）１１：００～１７：００ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：村田委員長、他委員６人 

協議事項：１．平成３０年度事業報告について 

２．２０１９年度事業計画について 

３．組織拡充モデル県連盟への取り組みについて 

４．全国大会について 

５．全国組織拡充担当委員長会合について 他 

 

今年度初回となる委員会を開催し、昨年度に開催した事業の確認なら

びに今年度予定する事業の対応について協議しました。 

………………………………………………………………………………… 

■共済運営特別委員会（第１回）の開催（報告） 
 

日  時：４月１４日（日）１３：００～１７：００ 

場  所：東京・スカウト会館 

出  席：樽谷委員長、他委員４人、参席１人 

主な議題：１．平成３０年度共済事業決算報告(案)、業務報告(案)に 

ついて 

     ２．不服申し立ての運用規定制定について 他  

 

今年度初回となる今回の委員会では、平成３０年度共済事業の決算報

告案および事業報告案について協議しました。また、不服申し立ての運

用規定制定については、次回も引き続き協議することととしました。 

………………………………………………………………………………… 

■１００周年記念史編纂委員会（第１４回）の開催（報告） 

 
日  時：４月１６日（火）１４：００～１６：５０  

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：鈴木委員長、他委員２人、参席１人 

主な内容：１．運動史Ⅲ「第１章 日本連盟運営組織体制の改編とＷＳＪ 

の日本開催招致を目指して」（６校）原稿の確認について 

２．「第２章 新法人移行と第２３回世界スカウトジャンボリー 

をめざして」事業項目の検討について 

３. 進捗状況報告と問題点今後の予定 

 

今回の委員会では、「第１章 日本連盟の運営組織体制の改編と世界ス

カウトジャンボリーの日本開催招致を目指して」（６校）の修正箇所に

ついて検討し、今回で一旦、校了としました。「第２章 新法人移行と第

２３回世界スカウトジャンボリーをめざして」については、本文で取り

上げる事業項目と事業報告書から抽出した各年度の出来事を照合して

項目の漏れがないかを確認し、実際の原稿にとりかかることとしました。 

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

■機関誌スカウティング誌５月号の配送について 
 

機関誌スカウティング５月号（№731）は、４月２６日（金）より順次

発送予定です。ゴールデンウイーク中の発送のため、地域により、５月

上旬のお届けになる場合がございます。 

お届けまで今しばらくお時間をいただきますが、何卒ご了承ください。 

………………………………………………………………………………… 

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/ 

………………………………………………………………………………… 
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