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■第１５回「スカウトと社会をつなぐ場所」参加者募集中 
 

 

 

 

 

 

毎回､参加者から好評をいただいている「スカウトと社会をつなぐ場所」。 

１５回目となる今回は、ライフネット生命保険株式会社 取締役副社長 

西田政之氏をゲストにお迎えして実施いたします。 

世界最大の人事マネジメント・コンサルティング会社であるマーサ

ー・ヒューマン・リソース・コンサルティングでの経験から、現在の会

社でも人事最高責任者としてご活躍の同氏から、「VUCA※の時代に求め

られる人材像」をテーマにお話しいただきます。 

申し込み締め切りは１１月３日（日）です。多くの皆さまのご参加を

お待ちしております。 
※VUCAとは、Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、

Ambiguity（曖昧性）の頭文字をつなげて作られた言葉。 
 
日  時：１１月１３日（水）１８：００～２０：００ 

場  所：明治大学駿河台キャンパス（東京都千代田区神田駿河台 1-1） 

テ ー マ：VUCAの時代に求められる人材像 

ゲ ス ト：ライフネット生命保険株式会社 取締役副社長 西田 政之 氏 

対  象：ローバースカウトおよび同年代指導者、 

同年代ガールスカウト 

なお、ベンチャースカウトおよびローバー隊指導者に限り、 

見学を受け付けます（ベンチャースカウトの場合は所属隊長 

の承認を得たうえでお申し込みください）。 

内  容：ゲストからの講演、グループディスカッション等 

参 加 費：無料 
 
お申し込みはこちらから  
https://forms.gle/wLmctFkuorNCH5bj7 

………………………………………………………………………………… 

■SCOUT SHOP JAPAN（ONLINE STORE) プレオープン！ 

 

 

 

 

 
 
現在準備中のオンラインショップを、１１月１日（金）１３：００に

一部プレオープンいたします。取り扱いは一部商品のみ、その他の商品

は今後のグランドオープンに向けて整備いたします。会員登録していた

だくと、今後さまざまな情報やお得な情報などをお送りする予定です。

ぜひオンラインショップにアクセスしてください。 
https://www.scout.or.jp/scoutshop/ 
………………………………………………………………………………… 
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■社会連携・広報フォーラム（北海道、千葉）の開催（報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国各地の会場に委員がお伺いして、ボーイスカウトの広報、社会と

の連携について皆さんと語り合い、いろいろなノウハウをお伝えする

「社会連携・広報フォーラム」。１０月２７日（日）には、北海道と千葉

で開催しました。（写真は両会場混載） 
 

１０月２７日（日）北海道：北海道神宮社務所 参加者２３人 

千葉：千葉県総合スポーツセンター 参加者４７人 
 

北海道は年に４回開の地区コミッショナー会議から引き続いて開催

し、主に地区コミッショナーの方々が参加してくださいました。千葉は

先の台風で浸水等の被害を受けた方もおられましたが、せっかくの機会

だからと多くの方々にご参加いただき、盛況でした。それぞれ、助成金

の採用されやすい申請文を書いてみたり、人に伝えるための写真を実際

に撮影してみたりするなど、講義＋ワークショップの構成でいろいろな

ノウハウをお伝えしました。 

事後アンケートでも「大変わかりやすく役立つ」と好評の声を多数い

ただいています。 
 
今後の開催予定：１１月２３日（土） 神奈川、岐阜 

１２月 １日（日） 宮城、奈良、沖縄 
 
１月１１日（土） 香川、山口 

１月１９日（日） 愛知 

１月２５日（土）～２６日（日） 新潟 

２月 １日（土）～ ２日（日） 長野 

２月 ８日（土）～ ９日（日） 和歌山 

２月１５日（土） 埼玉 

２月２３日（日） 秋田、京都 

３月１４日（土） 三重、岡山 
 

開催未定の県連盟もぜひ日程をご検討ください。 

なお、各県での参加募集、会場等についてはそれぞれ県連盟にお問い

合わせください。 

………………………………………………………………………………… 
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 主催：国立青少年教育振興機構 
■第１０回秋のキッズフェスタへの出展（報告） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

秋のキッズフェスタは、「体験の風をおこそう」運動の一貫として、東

京・国立オリンピック記念青少年総合センターを利用するさまざまな団

体の協力により開催し、来場する子どもたちにさまざまな体験活動の場

を提供しています。今年は、約２,０００人の来場がありました。 

ボーイスカウトが出展したブースでは、明治大学ローバースカウト

（東京連盟千代田第７団）の指導により、「火起こしにチャレンジ！」と

題して、マッチを使って火を起こし、その火の中でマシュマロを焼いて

食べるプログラムを実施し、約５００人の子どもたちが挑戦しました。 
 

日  時：１０月２６日（土）１０：３０～１５：３０ 

場  所：東京・国立オリンピック記念青少年総合センター 

主  催：国立青少年教育振興機構 

………………………………………………………………………………… 

■「思いやりの心を育む教育」啓発資料について 
 

７月中旬に全団に向けてお送りしました

「思いやりの心ってなあに」は、ビーバース

カウト、カブスカウトを対象とした豊かな情

操を養うための啓発資料です。この資料は一

話完結型の１２枚のカードで、その一つひと

つの話に「ねらい」があり、スカウトたちに

問いかけながら「ビーバー隊のきまり」や「カブ隊のさだめ」を再確認

し、思いやりの大切さを学んでいただくようになっています。その他利

用の要点は、資料にも記載していますので、活動の中でぜひご活用くだ

さい。 

また、アンケート調査を行っていますので、各種

集会等でご活用いただきましたら、ぜひご報告をお

願いいたします（送り状をご確認ください）。 

 

アンケートは、こちらからご回答ください。 

https://forms.gle/XGofinaEUYFuGb9e6 

………………………………………………………………………………… 

https://forms.gle/XGofinaEUYFuGb9e6
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■全団調査へのご協力のお願い 
 
６月下旬から全団にお取り組みいただいて 

いる「全団調査」につきましては、調査対象  

１,９８４団のうち、１０月３１日現在で、  

全体の７１．３％である１,４１４団からご回

答いただいております。ご協力ありがとうご

ざいました。 

現在入力中の団もありますが、まだお取り

組みいただいていない団におかれましては、

ぜひご協力をお願いいたします。 

本調査結果を参考に、今後の日本連盟各種

施策へと取り組んでまいります。 
………………………………………………………………………………… 

■「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、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：１１月 ９日（土）岩手・イオン前沢店 

長野・イオンモール松本 

１１月１０日（日）栃木・イオンモール佐野新都市 

１１月１７日（日）佐賀・イオンモール佐賀大和 

………………………………………………………………………………… 

会議・委員会報告 
 

■社会連携・広報委員会定例打ち合わせ会 

（本年度第１２回、通算第６２回）の開催（報告） 
 
日  時：１０月２４日（木）１６：３０～１８：３０ 

場  所：東京・スカウト会館 

出  席：磯山委員長、他委員５人、参席１人 

主な内容：１．今後のイベント出展等について 

２．新チャレンジ章・コラボレーションバッジについて 

３．保護者向け媒体への広告出稿検討について 

４．本年度の事業推進状況・次年度事業計画について 他 
 
今回の定例打ち合わせ会では、上記のほか各種の進行中事業の詳細等

について検討しました。 
………………………………………………………………………………… 
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■指導者養成委員会（第３回）の開催（報告） 
 

日  時：１０月２６日（土）１３：００～１７：００ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：大久保委員長、他委員５人、ディレクター１人 

主な議題：１．２０１９年度全国県連盟コミッショナー会議（第２回） 

の報告 

     ２．ウッドクラフトコース第１期報告 

       ３．各種検討事項の状況報告 

     ４．指導者養成関連資料の改訂 

     ５．令和２年度事業計画、令和２年度各種コースの開設計画 

     ６．プログラム委員会との調整事項の検討 他 

 

今回の委員会では、１０月の全国県連盟コミッショナー会議において

県連盟コミッショナーから示された意見を踏まえて、委員会として検討

を進めている各種事業について協議しました。 

 また、９月に定型訓練として初めて開設したウッドクラフトコース 

第１期について報告があり、次年度の実施に向けて協議しました。 
………………………………………………………………………………… 

■ディレクター会議（第３回）の開催（報告） 
 

日  時：１０月２７日（日）１０：４５～１７：１０ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：栗田ディレクター 他副ディレクター４人 

主な議題：１．２０１９年度上半期（後半）の事業報告 

２．団委員研修所・実修所の改定 

      ３．ウッドバッジ研修所スカウトコースの改定 

４．２０１９年度県連盟ディレクター研究集会 

      ５．２０１９年度トレーナー研究集会 

      ６．令和２年度事業計画 他 

 

 今回の会議では、主に、下半期に実施する県連盟ディレクター研究集

会およびトレーナー研究集会の研修テーマや日程、内容について検討し

ました。 

………………………………………………………………………………… 

■第１３回日本アグーナリー（１３ＮＡ） 

専門部会の開催（報告） 
 

◇総合サービスセンター専門部会（第２回） 
 
日  時：１０月２６日（土）１３：００～２７日（日）１２：００ 

場  所：福島・国立磐梯青少年交流の家 

出 席 者：安齋部会長、他部会員４人   

主な議題：１．８月開催の現地見学会と第３回実行委員会の概要報告 

     ２．各班の現状確認 

     ３．場外プログラムの最終検討 

     ４．車両の確認と運用法の検討 他 
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 今回の部会では、主に場外プログラムの確定と現地説明会で意見のあ

った輸送計画について検討しました。 

 

◇活動サービスセンター専門部会（第２回） 
 
日  時：１０月２６日（土）１３：００～２７日（日）１２：００ 

場  所：福島・国立磐梯青少年交流の家 

出 席 者：安藤部会長、他部会員５人 

主な議題：１．場内プログラムの検討について 

     ２．全体行事（開・閉会式等）について 

     ３．交流行事（国際交流の夕べ・磐梯の夕べ）について 

     ４．必要資材・輸送関係について 他 
 
 今回の部会では、１３ＮＡプログラム企画一覧および各プログラム企

画書をもとに、子どもたちが安全に楽しく取り組めるプログラム内容や

活動場所について検討しました。また、プログラムを遂行するために必

要な資材関係についても検討しました。 

 

◇安全・危機管理室専門部会（第２回） 
 
日  時：１０月２６日（土）１３：３０～２７日（日）１２：００ 

場  所：福島・国立磐梯青少年交流の家 

出 席 者：菰池部会長、他部会員３人 

主な議題：１．セーフ・フロム・ハームの取り組みについて 

     ２．会場・施設利用計画について 

     ３．避難訓練ゲーム(仮称)について 他 
 
 今回の部会では、より安全で安心な大会とするために、セーフ・フロ

ム・ハームの考え方をすべての参加者および奉仕者(加盟登録していない

方も含める)に対してどのように周知・徹底するかについて協議しました。 

………………………………………………………………………………… 
■ＲＣＪ運営委員会（第３回）の開催について（報告） 
 
日  時：１０月２６日（土）１３：００～２７日（日）１２：００ 

場  所：東京・国立オリンピック記念青少年総合センター 

出 席 者：池田議長、他委員１０人、アドバイザー２人、 

プログラム委員２人 

主な議題：１．各ブロックの活動報告と上半期の予定確認 

２．国際・ＩＣＴチームの活動報告と今後の課題について 

３．RoverGoalsの作成について 

４．２０２１年度ＲＳ対象野営大会 

５．２０２０年度ＲＳ年代対象事業について 

６．ＲＣＪ３か年目標と３か年施策の確認および次の３か年 

に向けて 
 
今回の運営委員会では、下半期に向けた課題の確認と、来年度以降に

行うＲＳおよび同年代の指導者を対象にした事業について協議しまし

た。また、スカウト教育法と SDGｓのコンセプトを反映させた Rover 

Goalsの作成に向けて意見交換を行いました。 

………………………………………………………………………………… 
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■団支援・組織拡充委員会（第３回）の開催（報告） 
 

日  時：１０月２７日（日）１３：００～１７：１０ 

場  所：東京・スカウト会館 

出 席 者：村田委員長、他委員５人 

協議事項：１．全国組織拡充担当委員長会合(11/9～10)について 

２．組織拡充モデル県連盟への取り組みについて 

３．大学年代のスカウトの活性化を目指した組織行動について 

４．ベンチャースカウトへの手紙「人生の岐路に立つ君へ」 

(仮称・実験事業)について 

５．団運営の手引き（案）の作成について 

６．加盟登録制度の改定に関する検討について 

７．令和２年度事業計画について 他 

 

今回の委員会では、各事業の進捗確認と今後の対応、また次年度事業

について協議しました。 

………………………………………………………………………………… 

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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