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■おめでとうございます。 
 

秋の叙勲・文化勲章を受章された方をご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 
◇令和元年 秋の叙勲 
 

旭日大綬章 

谷垣 禎一（元 ＢＳ振興国会議員連盟 顧問） 
 

旭日重光章 

中山 恭子（元 ＢＳ振興国会議員連盟 会員） 

 溝口善兵衛（元 島根県知事、元 島根連盟 連盟長） 
 
旭日中綬章 

清野 伸昭（山形パナソニック株式会社 会長、山形県連盟 後援会副会長） 
 
旭日双光章 

堀内 益雄（元 京都連盟 副理事長） 
 
瑞宝双光章 

板津 敏彦（岐阜県連盟 副連盟長） 
 
旭日単光章 

植村 賀謙（香川連盟 副連盟長） 

 

◇文化勲章 
 

田沼 武能（東京工芸大学名誉教授、写真家、元 日本写真家協会会長、 

全国ボーイスカウト写真コンテスト審査委員長） 

              ※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。 

………………………………………………………………………………… 
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■第１６回「スカウトと社会をつなぐ場所」の開催（予告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
「スカウトと社会をつなぐ場所」は、企業や団体にご協力いただき、 

これから社会に出ていくローバースカウトおよび同年代の指導者を 

対象に、スカウト活動で培ったスキルや体験を企業や社会でどのように

活かすことができるかをディスカッションする場として、継続的に実施

しています。 

１６回目となる今回は、株式会社ゴーゴーカレーグループ 代表ＣＥＯ 

宮森宏和氏をゲストにお迎えして実施いたします。 

３０代で起業して、今では国内で約７０店舗、海外で約１０店舗を運

営する同氏から、起業のきっかけや海外進出までの道のり、いま力を入

れていることなど、スカウトたちに熱いメッセージをいただきます。 

これから就職活動を控えている年代の方はもちろん、すでに社会に出

ているローバー年代の皆さまのご参加もお待ちしております。 

 

日  時：２０２０年１月１４日（火）１８：００～２０：００ 

場  所：東京２３区内調整中 ※決定次第ホームページ等でお知らせ 

ゲ ス ト：株式会社ゴーゴーカレーグループ 代表ＣＥＯ 宮森 宏和 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：ゲストの講演、グループディスカッション等 

参 加 費：無料 

申込締切：２０２０年１月６日（月） 

 

お申し込みはこちらから  
https://forms.gle/J5tW3xjUDLfSkQw26 

 

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。 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

https://forms.gle/J5tW3xjUDLfSkQw26
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■国立公園カーボン・オフセットキャンペーンの開催（報告） 
 

本キャンペーンは、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、現地での活動を通じて自然に対して「自分が 

できること」に気づくことをねらいとした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実施しています。 

１１月は２会場で実施しました。吉野熊野国立公園では、奈良・生駒

第４団のボーイ隊が中心となって環境プログラムに参加しました。キャ

ンペーンの啓蒙チラシの配布についても、公園を訪れる観光客の方に対

して元気に取り組みました。今回は吉野管理官事務所の協力により、こ

のエリアのアクティブ・レンジャー（自然保護官補佐）の方からお話を

伺うことができました。 

雲仙天草国立公園では、周辺地域で活動する３つの団が合同でプログ

ラムに参加し、子どもたちの目線で国立公園の様子を記録しました。 

 

◎吉野熊野国立公園 

日  時：１１月４日（月・祝）９：００～１４：００ 

場  所：奈良・大台ケ原ビジターセンター 

参  加：奈良県連盟生駒第４団３０人（スカウト１６人、指導者９人、 

保護者５人） 

 

◎雲仙天草国立公園 

日  時：１１月９日（土）９：００～１４：３０ 

場  所：長崎・雲仙お山の情報館 

参  加：長崎県連盟３こ団（島原第１団、小浜第１団、大村第１団） 

２９人（スカウト２２人、指導者２人、保護者５人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本プログラムは年明け１月以降にも実施予定です。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。 
 
国立公園カーボン・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/ 
 
国立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーンツイッター 
https://twitter.com/national_hef_ 

………………………………………………………………………………… 

 

https://japancredit.go.jp/cp/national/
https://twitter.com/national_hef_
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NPO法人 TABLE FOR TWO主催 

■おにぎりアクション２０１９イベントへの協力（報告） 
 
期  間：１１月１６日（土）～１７日（日） 

会  場：東京・イオンモールむさし村山 
 
世界の食料問題に取り組むＮＰＯ法人「Ｔａｂｌｅ ｆｏｒ ｔｗｏ」が１０月  

７日（月）～１１月２０日（水）の期間において、おにぎりが写った   
写真をＳＮＳに投稿することでスポンサー企業からアフリカやアジア

に給食が届く、「おにぎりアクション」というキャンペーンを実施して
いました。 

これをより広く周知するために開催された１０月のイオンモール春
日部会場（埼玉）に続いて、東京でも上記のとおりイベントが開催され、

ボーイスカウトは子どもたちが楽しめるプログラムを実施し、イベント
に東京連盟のベンチャースカウトが協力しました。これからも世界のあ

らゆる課題に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
………………………………………………………………………………… 

■「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、１１月１７日（日）に佐賀・イオ
ンモール佐賀大和で実施されました。 
 
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２３日（土・祝）山梨・イオンタウン山梨中央 

         愛知・イオンモール大高 

１１月２４日（日）富山・イオンモール高岡 
滋賀・イオンモール草津 

兵庫・イオンモール神戸南 
大阪・イオンモール日根野 

１１月３０日（土）福井・アルプラザ 
         愛知・イオンモール常滑 

１２月 １日（日）埼玉・イオンモール与野 
１２月 ８日（日）神奈川・イオン相模原ショッピング 

センター 
………………………………………………………………………………… 
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会議・委員会報告 
 

■次世代につなげるスカウト運動セミナー（群馬）の開催（報告） 
 

日  時：１１月１６日(土)１３：３０～１６：３０ 

会  場：群馬・群馬県青少年会館 

参 加 者：群馬県連盟の団運営者、指導者５０人 

講  師：膳師中途退団抑止特別委員長、櫻井同副委員長 

 

今回のセミナーは、参加者の積極的な姿勢を受けて、中途退団抑止に

ついて活発な話が交わされました。次回は、１２月１日（日）に沖縄で

開催を予定しています。 

………………………………………………………………………………… 

■全国事務局長会議の開催（報告） 
 
日  時：１１月１６日（土）１３：００～１７日（日）１１：００ 

場  所：東京・国立オリンピック記念青少年総合センター 

参 加 者：４５都道府県連盟事務局長または代理者 

日本連盟：佐野専務理事、膳師常務理事、福嶋日本連盟コミッショナー、 

木村事務局長、他職員１１人                                   

内  容：１．日本連盟報告および説明 

２．インターネット販売と卸販売価格改定について 

３．中途退団抑止特別委員会「団審査状況調査」について 

４．日本連盟コミッショナーの取り組みについて 

５．組織・管理部からの連絡 

６．教育開発部からの連絡 

７．社会連携・広報部からの連絡 

８．スカウト用品部からの連絡 

９．国際関係の連絡 

10．まとめ、質疑応答、情報交換 

………………………………………………………………………………… 

■安全促進フォーラム（広島会場）の開催（報告） 
 

日  時：１１月１７日（日）１０：００～１６：００ 

場  所：広島・アステールプラザ  

参 加 者：広島県連盟３６人  

スタッフ：講師を含む４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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その他 
 

実施主体 内閣府他 
■令和元年度「子供・若者育成支援強調月間」について 
 

内閣府では、子供・若者育成支援に関する国民運動の一層の充実や定

着を図ることを目的として、毎年１１月を「子供・若者育成支援強調月

間」と定め、関係省庁、地方公共団体及び関係団体とともに、諸事業、

諸活動を集中的に実施しています。 

令和元年度の実施について、内閣府より依頼がありましたので、国民

の子供・若者育成支援に対する理解を深めるとともに、各種活動への 

積極的な参加を促し、国民運動の一層の充実と定着を図るためにご協力

くださいますようお願いいたします。 

 

主  唱：内閣府、他各省庁  

期  間：令和元年１１月１日（金）から１１月３０日（土）までの１か月 

実施主体：内閣府、各省庁、都道府県、市区町村、青少年関係諸団体 他 

取り組むべき課題： 

若者の社会的自立支援の促進 

     子供を犯罪や有害環境等から守るための取組の推進 

     児童虐待の予防と対応 

     子供の貧困対策の推進 

     生活習慣の見直しと家庭への支援 

 

詳細は、以下を参照ください。 

内閣府ホームページ 子供・若者育成支援強調月間 
https://www8.cao.go.jp/youth/ikusei/index.html 
 
………………………………………………………………………………… 

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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