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１０月２２日（火・祝）から３１日（木）まで、
「即位の礼」として、
さまざまな儀式が行われます。
このうち、１０月２２日には、天皇陛下の「即位礼正殿の儀」が執り
行われます。陛下のご即位が公に宣言され、皆でお祝いする式典です。
全国の公機関や学校等に、この日の国旗掲揚が呼びかけられています。
これにあわせ、全国のボーイスカウト関係の施設や会合、ご家庭などで
国旗を掲揚し、陛下のご即位を共にお祝いしませんか。皆さまお声がけ
のうえ、可能な場所でそれぞれ国旗を掲揚してください。よろしくお願
いいたします。
また、同日行われます、皇居から赤坂御所への祝賀パレードでは、赤
坂御所の入り口脇にカブスカウトたちが整列してお迎えする予定です。
テレビ中継等があるかと思いますので、ぜひご注目ください。
…………………………………………………………………………………

■日本連盟主催事業へのローバースカウト年代
スタッフ募集について
当連盟では、ローバースカウト年代の青年が一般の青少年への指導補
助をすることで、自身の野外活動に関する知識と技能、指導力の向上や、
自然環境保護への関心を高める機会として、下記事業の奉仕者を募集し
ております。ぜひ、ご協力ください。
◇秋のキッズフェスタ（国立青少年教育振興機構 主催事業）
・募
・場

集：１０人
所：東京・国立オリンピック記念青少年総合センター
（最寄り駅：小田急線「参宮橋」）
・実施日：１０月２６日（土）１０：３０～１５：３０
（集合９：００、解散１６：００予定）
・内 容：小学生（主に低学年）の野外体験活動を支援する
・備 考：日帰り、交通費一律 1,000 円支給、昼食支給
1

◇しぜんとあそぼデイキャンプ２０１９（国土緑化推進機構 助成事業）
・募
・会

集：各回１０人
場：日本連盟・大和の森 高萩スカウトフィールド
（最寄り駅：ＪＲ常磐線「高萩」）
・実施日：１０月３０日（水）、３１日（木）、１１月１日（金）
・内 容：高萩市内の小学生に向けた自然体験教室のグループリーダー
として活動を支援する
・備 考：① スタッフは前泊（最寄りの高萩駅まで送迎）
② 交通費支給（上限 15,000 円）ですが、連続して協力いた
だける場合は、応相談。
③ 一日のみでも可能ですが、極力、複数日連続しての協力を
お願いします。
◇親子キャンプ（高萩市共催事業）
・募
・会

集：１０人
場：日本連盟・大和の森 高萩スカウトフィールド
（最寄り駅：ＪＲ常磐線「高萩」）
・実施日：１１月２日（土）１３：００～４日（月・祝）１１：３０
・内 容：高萩市内の親子の野外体験プログラムを支援する
・備 考：① １１月２日午後～３日、３日午後から４日午前中で同じ
内容の親子キャンプを２回実施します。
② スタッフは前日の１１月１日（金）に集合し、準備を行い
ます。
③ 最寄りの高萩駅まで送迎します。
④ 交通費支給（上限 15,000 円）ですが、「しぜんとあそぼ
デイキャンプ」から続いて協力いただける場合は、上限を
２往復分の 30,000 円とします。
◇「エコプロ２０１９」出展（産業環境管理協会、日本経済新聞社 主催事業）
・募
・会

集：毎日５人
場：東京・東京ビッグサイト（国際展示場）
（最寄り駅：りんかい線「国際展示場」または、ゆりかもめ
「東京ビッグサイト」）
・実施日：１２月５日（木）、６（金）、７日（土）の３日間
・内 容：ボーイスカウト日本連盟が出展する「スカウトの日」および
環境に関する展示コーナーの運営
・備 考：日帰り、交通費一律 1,000 円支給、昼食支給
※詳細は、日本連盟ホームページをご参照ください。
…………………………………………………………………………………
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■カーボン・オフセットキャンペーンの開催（報告）
国内３８か所の国立公園と付随するビジターセンターにスカウトが
訪れ、現地での活動を通して自然に対して「自分ができること」に気づ
くことをねらいにおき、奉仕活動を含めた体験活動を行い、環境に対す
る学びを得るプログラムとして、本キャンペーンを実施しています。
９月は４会場で実施しました。中部山岳国立公園では、ボーイスカウ
トおよびベンチャースカウトの秋季活動の最終日に、環境に関するプロ
グラムの導入として実施しました。山陰海岸国立公園では、地区合同活
動として、地区コミッショナーの声がけのもと５こ団が参加し、環境学
習のほか、海岸線の清掃活動を通して奉仕活動を実施いたしました。
南アルプス国立公園で実施した茅野第１団や、支笏洞爺国立公園に参
加した胆振地区の各団の皆さんは、昨年と一昨年にも参加いただいてい
ます。複数年度にわたって実施することで、団内での取り組みが醸成さ
れ、参加人数も増えて活発な活動に繋がっています。

◎南アルプス国立公園
日
時：９月１５日（日）１０：００～１５：００
場
所：山梨・南アルプス芦安山岳館
参
加：長野県連盟茅野第１団２０人（スカウト１３人、指導者７人）
◎中部山岳国立公園
日
時：９月１６日（月・祝）１１：００～１４：３０
場
所：長野・上高地ビジターセンター
参
加：愛知連盟名古屋第６７団１１人（スカウト９人、指導者２人）
◎支笏洞爺国立公園
日
時：９月２２日（日）９：００～１２：００
場
所：北海道・黒松内ブナセンター
参
加：北海道連盟胆振地区４こ団（伊達第１団､室蘭第１団､室蘭第
４団、登別第１団）５１人（スカウト２４人、指導者２７人）
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◎山陰海岸国立公園
日
時：９月２８日（土）９：００～１２：００
場
所：兵庫・竹野スノーケルセンター
参
加：兵庫連盟但馬地区５こ団（養父第１団､八鹿第１団､村岡第
１団､日高第１団､豊岡第２団）５０人（スカウト３０人、
指導者２０人）
本プログラムは１０月、１１月にも実施予定です。活動の希望は、随
時受け付けておりますので、所属の県連盟にお問い合わせください。
カーボン・オフセットキャンペーンに関する詳細は、下記ホームペー
ジもご参照ください。
https://japancredit.go.jp/cp/national/
https://japancredit.go.jp/cp/national/jamboree/

…………………………………………………………………………………

■「全国防災キャラバン２０１９」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、下記のとおり行われました。
実施会場：１０月
１０月

５日（土）福島・ショッピングモールフェスタ
６日（日）宮城・イオンモール石巻
群馬・イオンモール高崎
埼玉・イオンモール春日部
千葉・イオンモール木更津
千葉・イオンタウンユーカリが丘
鳥取・イオンモール日吉津
徳島・イオンモール徳島
愛媛・イオンモール新居浜
宮崎・イオンモール宮崎
沖縄・イオン南風原店

なお、今後は下記会場で実施を予定しております。お近くへお越しの
際は、ぜひお立ち寄りください。
実施予定：１０月１３日（日）岩手・イオン前沢店
埼玉・イオンモール浦和美園
島根・イオン松江ショッピング
センター
１０月２０日（日）千葉・イオンモール船橋
三重・イオンモール桑名
京都・イオン福知山店
福岡・イオンモール筑紫野
熊本・イオンモール熊本
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１０月２２日（火・祝）鹿児島・イオンモール鹿児島
１０月２６日（土）秋田・イオン能代店
１０月２７日（日）青森・イオンモールつがる柏
高知・イオンモール高知
なお、１０月１４日（月・祝）に実施を予定していました「千葉・
ゆみ～る鎌取ショッピングセンター」会場については、台風の影響を
考慮し、延期することとしました。
…………………………………………………………………………………

会議・委員会報告
■富士特別野営２０１９実行委員会（第５回）の開催（報告）
日
時：９月２８日（土）１３：００～１７：００
場
所：東京・スカウト会館
出 席 者：福嶋日本連盟コミッショナー、榊原実行委員長、他３人
主な議題：１．大会本部および参加隊からの評価について
２．参加者アンケートの集計結果について
３．次回大会への申し送りについて
今回の実行委員会では、那須野営場から高萩スカウトフィールドへの
会場移動を伴った本大会を振り返り、大会本部および参加隊それぞれに
ついての評価に基づきながら、実行委員会としての評価と反省をし、今
後の開催に向けて大会要件やプログラムを見直し、申し送り事項をとり
まとめました。
…………………………………………………………………………………

■スカウトソング特別委員会（第２回）の開催（報告）
日
時：１０月５日（土）１０：００～１６：００
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．次年度スカウトソング研修会について
２．ワークショップ自己研修修了者への支援・連携について
３．２０１９年度スカウトソングワークショップの開催について
４．２０１９年度スカウトソング研修会の実施について
５．歌唱リハーサル
今回の特別委員会では、次年度の取り組みについて、①スカウトソン
グ研修会は全県連盟に開催希望の照会を行い、県連盟（複数の県連盟や
ブロックも可とする）との協力で実施すること ②ワークショップ自己
研修修了者への支援については、全国大会で交流の場を設定できないか
検討していくこととしました。また、今年度スカウトソング研修会につ
いて、実施に向けての調整と歌唱リハーサルを行いました。なお、スカ
ウトソングワークショップについては、来年１月１１日（土）～１２日
（日）に開催することで準備を進めることとしました。
…………………………………………………………………………………
5

■国際委員会（第３回）の開催（報告）
日
時：１０月６日（日）１３：００～１７：００
場
所：東京・スカウト会館
出 席 者：嶋田委員長、他委員８人、参席１人
主な議題：１．ＷＯＳＭおよびＡＰＲの動向と対応について
２．２０１９年度国際関係事業中間評価について
３．２０１９年度下期海外派遣事業への取り組みについて
４．２０１９年度下期受入事業への取り組みについて
５．今後の諸会議等について
６．２０２０（令和２）年度国際関係事業計画について
７．団・地区・県連盟等のスカウトの海外派遣について
今回の委員会では、今夏、日本連盟が実施した派遣事業の振り返りと
課題に基づいた次年度以降の取り組みについて協議しました。また、
下期に実施するオーストラリア交換留学生の受け入れについて調整し、
日韓スカウト交歓計画の準備進捗状況および役割分担を確認しました。
…………………………………………………………………………………

■理事会（第２回）の開催（報告）
日
時：１０月８日（火）１４：００～１６：１０
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３人
議
案：１．２０２０（令和２）年度事業計画策定日程について
２．２０２０（令和２）年度国の委託事業・公益団体等補助
事業について
３．スカウト用品のインターネット販売開始と卸販売価格改
定について
４．評議員の交代について
５．県連盟コミッショナーの交代について 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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