■２０１９ 令和元年度全国大会の開催（速報）
日
場

No.
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2019 年 5 月 30 日
1.

２ ０ １ ９ 年度 全 国 大会 の 開催
（速報）

2.

時：５月２５日（土）〜２６日（日）
所：鹿児島・鹿児島市民文化ホール、
鹿児島サンロイヤルホテル
参 加 者：７４１人（来賓・外国連盟他含む、
一部集計中）
主
催：ボーイスカウト日本連盟
開催県連盟：日本ボーイスカウト鹿児島県連盟
開 催 協 力：ボーイ スカウト九州・沖縄ブロッ ク
後
援：鹿児島県、鹿児島県教育委員会、鹿児島市、鹿児島市教育
委員会、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、阿久根市、
鹿屋市、曽於市、さつま町、南日本新聞社、NHK 鹿児島放
送局、MBC 南日本放送、KTS 鹿児島テレビ、KYT 鹿児島読売
テレビ、KKB 鹿児島放送
協
力：公益社団法人鹿児島県観光連盟、公益財団法人鹿児島観光
コンベンション協会

アジア太平洋地域関連行事の

◇開会式

開催協力（報告）

3.

富士特別野営２０１９参加申し
込み期限の延長について

4.
5.
6.

春の叙勲・褒章
会議・委員会報告
難民支援衣料回収プロジェクト
２０１９春について

森山ＢＳ振興国会議員連盟会員、川内衆議院議員、岩切鹿児島県副知
事、外薗鹿児島県議会議長、森鹿児島市長、岩切薩摩川内市長をはじめ、
多くのご来賓を迎えて開会式を行いました。司会は鹿児島県連盟阿久根
第１団の松林礼実ベンチャー副長と松林立佳カブ副長に務めていただ
きました。奥島理事長の挨拶の後、岩切鹿児島県副知事より歓迎のご挨
拶、そして地元選出の衆議院議員である森山ＢＳ振興国会議員連盟会員
からもご挨拶をいただきました。
１．国旗儀礼・国歌斉唱（演奏：鹿児島情報高等学校吹奏楽部）
２．おきて唱和
鹿児島県連盟曽於第６団 木原 啓太ベンチャースカウト
３．日本連盟挨拶 奥島 孝康 理事長
４．歓迎の挨拶
岩切 剛志 鹿児島県副知事
５．来賓紹介
６．来賓挨拶
森山 ひろし 衆議院議員・ＢＳ振興国会議員連盟会員
７．祝電披露
８．日本連盟役員紹介・鹿児島県連盟役員紹介
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９．来賓表彰
感謝状 森 博幸 鹿児島市長
感謝状 岩切 秀夫 薩摩川内市長
感謝状 中木屋 誠 野下地区コミュニティー協議会長
国際親善章 リ・ヨシエ 台湾連盟国際委員
10．日本連盟創立１００周年をめざして 奥島孝康 理事長
11．連盟歌斉唱（演奏：鹿児島情報高校吹奏楽部）
開会式終了後、鹿児島情報高校吹奏楽部の演奏会、福嶋日本連盟コミ
ッショナーより全国スカウト教育会議についての説明がありました。
◇表彰式
表彰式については、次のとおり各章をお贈りいたしました。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

人命救助章／２人
公共奉仕綬／９隊
褒状／１隊、１団体、３人
特別功績章／２企業・団体
感謝盾／２人
特別感謝章／２人
日連感謝章／３人
感謝状／３人、３企業・団体、
１県連盟
たか章／２０人
かっこう章／４２人
組織拡充顕彰
・スカウト加盟員数および加盟員総数の増加（５県連盟）
・ビーバー隊設置数（４県連盟）

◇交歓会

交歓会は、逢沢ＢＳ振興国会議員連盟会長、三反園鹿児島県知事、金
子ＢＳ振興国会議員連盟会員、ハン・ジョンファン韓国連盟総裁、チャ
オ・シューポー台湾連盟理事をはじめ、多くのご来賓を迎え、鹿児島サ
ンロイヤルホテルで開催しました。司会は開会式と同様に鹿児島県連盟
阿久根第１団の松林礼実さんと松林立佳さんに務めていただき、約３８
０人の方々にお集まりいただきました。アトラクションは、川内大綱引
き、獅子舞、三番神輿、島唄が行われ、会場を賑わせました。鏡割りの
前には、全国大会旗が田中鹿児島県連盟理事長より、令和２年度開催県
の藤本神奈川連盟理事長に手渡されました。
１．アトラクション１
２．開会の辞
３．主催者挨拶

川内大綱引き、獅子舞、三番神輿
奥島 孝康 理事長
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４．来賓紹介
５．来賓祝辞

三反園 訓 鹿児島県知事（感謝状贈呈）
逢沢 一郎 衆議院議員・ＢＳ振興国会議員連盟会長
チャオ・シューポー 台湾連盟理事
鹿児島県連盟から神奈川連盟へ

６．全国大会引継式
７．鏡割り
８．乾杯
川越 桂路 鹿児島市議会議員（鹿児島県連盟理事）
９．アトラクション２
島唄
10．開催県連盟より 田中 俊實 鹿児島県連盟理事長
11．弥栄三唱
福嶋 正己 日本連盟コミッショナー
12．閉会の辞
稗田 将也 鹿児島県連盟副理事長
◇全国スカウト教育会議（テーマ集会）

２日目に開催した全国スカウト教育会議（テーマ集会）では、各分野、
内容の濃い意見交換がされました。
テーマ①：１００周年に向けて加盟員増加を目指して！ 参加者９０人
テーマ②：部門の見直しに伴うプログラム実証の取り組みについて
参加者５６人
テーマ③：すべての指導者にスカウトスキルを～スカウトスキルを使っ
て楽しい活動を～ 参加者４５人
テーマ④：実践しようセーフ・フロム・ハーム ～スカウトたちの笑顔の
ために～ 参加者３８人
テーマ⑤：次世代につなげるスカウト運動セミナー 参加者１２人
テーマ⑥：ローバー対象セミナー・世界のローバーはどんな活躍して
いるのか 参加者８１人
テーマ⑦：薩摩の郷中教育とボーイスカウト（鹿児島県連盟提供①）
参加者４１人
テーマ⑧：鹿児島県連盟野営場と薩摩藩英国留学生記念館見学研修
ツアー（鹿児島県連盟提供②） 参加者１１人
◇スカウティングエキスポ２０１９

加盟員以外の一般市民へ本運動の理解を広めるとともに、指導者の研
鑽の場、参加者との情報交換の場として開催したスカウティングエキス
ポ。今年は２１のブースに加えて、ステージプログラムも会場を盛り上
げました。
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出展団体（ブース番号順）／ボーイスカウト鹿児島県連盟／第１３回
日本アグーナリー実行委員会、日本ボーイスカウトアマチュア無線クラ
ブ、日本スカウト切手・メモラビリアクラブ（メモラビリア部会、切手
部会、書籍・資料部会、甲冑部会）、日本ボーイスカウト京都連盟、福岡
ローバース、日本ボーイスカウト 熊本県連盟、スカウティング研究
センター、スカウト教育研究プロジェクト（ＳＥＲＰ）、愛知連盟刈谷
第１１団、愛知ローバース会議、大阪連盟ユース会議、全国ローバー
スカウト会議、中途退団抑止特別委員会、社会連携・広報フォーラム、
団支援・組織拡充委員会、社会連携・広報委員会、スカウトショップ
ステージプログラム
五ツ太鼓 彩流「和太鼓」、琉球国祭り太鼓「エイサー」、福島連盟
…………………………………………………………………………………

■アジア太平洋地域関連行事の開催協力（報告）
全国大会に合わせ、鹿児島でアジア太平洋地域（ＡＰＲ）の以下の関
連行事が開催され、日本連盟として協力をしました。
◇アジア太平洋地域（ＡＰＲ）スカウト委員会
期
間：５月２５日（土）９：００～２６日（日）１２：００
場
所：鹿児島・鹿児島市民文化ホール
出 席 者：アジア太平洋地域スカウト委員会委員および参席者
合計１６か国（日本を含む） ３２人
◇アジア太平洋地域スカウト財団資金造成鹿児島大会
日
時：５月２６日（日）１４：３０～１７：００
場
所：鹿児島・鹿児島サンロイヤルホテル
出 席 者：ＡＰＲ財団員、ＡＰＲスカウト委員会委員等
合計１６か国（日本を含む） 約９０人
…………………………………………………………………………………

■富士特別野営２０１９参加申し込み期限の延長について
日ごろの訓練で身につけた技能と知識
に 加え、気力や体力の限界に挑戦する
高度な野営プログラムとして、今夏、富士
特別野営２０１９を開催します。
本大会に多くのベンチャースカウトが
参加できるよう参加申し込み期限を延長
しましたので、ぜひお申し込みください。
日本連盟への申し込み期限：６月２１日（金）
大会日程：８月１０日（土）～１６日（金） ６泊７日
会
場：日本連盟･那須野営場 ～ 大和の森 高萩スカウトフィールド
参加資格：富士スカウトおよび隼スカウト
※参加申し込み時点では、隼スカウト章に挑戦中でも構いません。
詳しくは大会ホームページをご覧ください。
https://www.scout.or.jp/member/info/fha2019/

…………………………………………………………………………………
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おめでとうございます。

■春の叙勲・褒章（５月２１日付）

春の叙勲・褒章を受章された方をご紹介いたします。
旭日大綬章
亀井 静香（元 衆議院議員、元 ＢＳ振興国会議員連盟 会員）
旭日双光章
柴田 忠志（前 山形県連盟新庄第１団 団委員長）
牛山 佳久（埼玉県連盟 理事長）
瑞宝双光章
喜多
敬（兵庫連盟尼崎第２６団 育成会長）
旭日単光章
森
義勝（山口県連盟 副理事長）
藍綬褒章
菊池
攻（奈良県ボーイスカウト振興会 理事長）

※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。
…………………………………………………………………………………

会議・委員会報告
■定時評議員会の開催（報告）
日
時：５月２４日（金）１５：００～１７：００
場
所：鹿児島・鹿児島サンロイヤルホテル
出 席 者：谷口評議員長、他２２人、参席１２人
議
案：１．平成３０年度の収支決算について 他
…………………………………………………………………………………

■日韓首脳会議の開催（報告）
日
時：５月２５日（土）９：００～９：３０
場
所：鹿児島・鹿児島市民文化ホール
出 席 者：＜韓国連盟 ７人＞
ハム・ゾンハン 総裁
キム・ギョンホ 副総裁
サイモン・リー 総コミッショナー
チェ・ゾンタイ 事務総長
パク・ゾンクク ヘッドディレクター
ジュン・スヨン ＷＳＪ＆プログラムチームディレクター
チョ・ドンシク ソウル北部連盟
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議

＜日本連盟 １２人＞
奥島理事長、水野副理事長・国際コミッショナー、
膳師、山内 各常務理事、中野国際副コミッショナー、
小町名誉会議議長、木村事務局長、他５人
題：日韓両国スカウトの交流事業について

日本と韓国で長年行っている日韓スカウト交歓計画事業の今後につ
いて協議しました。

…………………………………………………………………………………

■日台韓（ＣＪＫ）首脳会議の開催（報告）
日
時：５月２５日（土）１０：００～１１：００
場
所：鹿児島・鹿児島市民文化ホール
出 席 者：＜台湾連盟 ４人＞
チャオ・シューポー理事
リアン・イービン国際コミッショナー
リ・ヨシエ 国際委員
シェン・シャオミン国際委員会委員・事務長
＜韓国連盟 ７人＞
ハム・ゾンハン 総裁
キム・ギョンホ 副総裁
サイモン・リー 総コミッショナー
チェ・ゾンタイ 事務総長
パク・ゾンクク ヘッドディレクター
ジュン・スヨン ＷＳＪ＆プログラムチームディレクター
チョ・ドンシク ソウル北部連盟
＜日本連盟 １２人＞
奥島理事長、水野副理事長・国際コミッショナー、
膳師、山内 各常務理事、中野国際副コミッショナー、
小町名誉会議議長、木村事務局長、他５人
議
題：１．ＣＪＫ共同行事について
２．世界と地域の行事について
３．各国連盟の国際行事について
日本、台湾、韓国で行うＣＪＫ各種行事の方針や国際行事への取り組
みについて協議しました。

…………………………………………………………………………………
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■宗教関係者の会総会の開催（報告）
日
時：５月２５日（土）１０：００～１１：００
場
所：鹿児島・鹿児島サンロイヤルホテル
出 席 者：会員１０人、参席２人
議
事：１．平成３０年度事業報告、決算報告
２．２０１９度事業計画、予算案
３．宗教関係者の会規約の変更について
４．意見交換・情報交換
宗教関係者で構成する「宗教関係者の会」の総会を開催しました。出
席者の中から議長を選任し、上記議事１、２、３について賛成多数で承
認しました。また、平成３０年度の宗教章の発給状況や授与基準の変更
と新設を確認し、信仰奨励のための方策や活動、
「宗教関係者の会」会員
拡大とＰＲについて意見交換を行いました。
…………………………………………………………………………………

■県連盟代表者会議（第１回）の開催（報告）
日
時：５月２５日（土）１５：３０～１７：３０
場
所：鹿児島・鹿児島サンロイヤルホテル
出 席 者：４５都道府県連盟理事長または代理者、
４０都道府県連盟事務局長または代理者
日本連盟 奥島理事長、他理事６人、監事１人
議
題：１．２０１８（平成３０）年度事業報告および決算について
２．２０１９年度事業計画および予算について
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
状況について
４．２０１９年度維持会費の都道府県連盟への協力依頼に
ついて
５．１００周年記念事業について
６．第１４回日本アグーナリー開催地の公募について
７．今後の全国大会開催地について
８．団診断について 他
…………………………………………………………………………………

■全国県連盟コミッショナー会議（第１回）の開催（報告）
日
時：５月２５日（土）１５：３０～１７：３０
場
所：鹿児島・鹿児島サンロイヤルホテル
出 席 者：福嶋日本連盟コミッショナー、水野副理事長・国際コミッシ
ョナー、鈴木、氏家、山﨑 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「セーフ・フロム・ハーム」
・安全委員長、
村上信仰奨励委員長、森地中途退団抑止特別委員、県連盟コ
ミッショナー４７人（代理７人含む）
主な内容：１．２０１９年度日本連盟事業計画
２．日本連盟コミッショナー活動方針
３．日本連盟コミッショナー通達
４．日本連盟各常設委員会の取り組み
５．中途退団抑止特別委員会の取り組み
…………………………………………………………………………………
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■全国ローバースカウト会議（ＲＣＪ）総会の開催（報告）
日
時：５月２５日（土）１５：３０～１７：００
場
所：鹿児島・鹿児島市民文化ホール
出 席 者：３９県連盟 代表スカウト３９人、ＲＣＪ運営委員１１人
議
案：１．平成３０年度事業報告に関する件
２．全国ローバースカウト会議３か年目標に関する件
３．運営委員会の編成に関する件
４．２０１９年度事業計画に関する件
２０１９年度の全国ローバースカウト会議総会を開催し、上記議案に
ついてそれぞれ賛成多数で承認しました。
２０１９年度ＲＣＪ運営委員会を次のとおり編成しました。
２０１９年度ＲＣＪ運営委員会
議 長 池田 章浩 (留任・活動推進委員／愛知・名古屋第８７団)
副議長 戸田 弥祥 (北海道・東北ブロック代表／北海道・名寄第１団)
副議長 堀
秀慈 (留任・活動推進委員／東京・台東第４団)
委 員 山藤 春花 (関東ブロック代表／埼玉・さいたま第２１８団)
委 員 原
瑛 (中部ブロック代表／愛知・名古屋第９１団)
委 員 小馬 加奈子(近畿ブロック代表／大阪・高槻第４団)
委 員 苅田 裕介 (中国・四国ブロック代表／愛媛・四国中央第２団)
委 員 吉原 玖美子(九州・沖縄ブロック代表／沖縄・沖縄第１団)
委 員 尾形 凛太郎(活動推進委員／宮城・仙台第２８団)
委 員 桑田 哲平 (活動推進委員／愛知・豊田第４０団)
委 員 山路
卓 (活動推進委員／福岡・北九州第５団)
…………………………………………………………………………………

■難民支援衣料回収プロジェクト２０１９春について
毎年、春と秋の２回にそれぞれ期間
を設けて実施している本プロジェクト
ですが、今年の春期間では約３,０００
着の衣料を全国のユニクロ店舗等にお
届けすることができました。ご協力い
ただいた各団の皆さまありがとうござ
います。まだご報告をいただけていな
い団は専用のフォームからご報告をお願いいたします。
なお、６月初旬までは受け付けを継続いたしますが、５月３１日～
６月３日の期間はユニクロ各店舗が繁忙期になるため、お持ち込みを避
けていただくようお願いいたします。
今回ご協力いただいた各団のスカウトには、ユニクロから「感謝カー
ド」が発行されますので、楽しみにお待ちください。
報告フォームはこちら：
https://forms.gle/miwfffhMmAq8v4s39
…………………………………………………………………………………
本日発行のニュースは８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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