■「冬季の諸活動に向けて」の発信について
福嶋日本連盟コミッショナーより、冬季の諸活動におけるスカウト活
動のより一層の安全への注意喚起を図るため、
「冬季の諸活動に向けて」
を発信しました。
日本連盟ホームページに掲載しておりますので、指導者の方は各位ご
確認いただき、より安全で安心な活動が展開できるよう、よろしくお願
い申し上げます。
…………………………………………………………………………………
（一社）産業環境管理協会、日本経済新聞社 主催

■環境展示会・エコプロ２０１９へ出展（報告）

No.

36

2019 年 12 月 12 日
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日
時：１２月５日（木）～７日（土）１０：００～１７：００
会
場：東京・東京ビッグサイト（東京国際展示場）西２ホール
テ ー マ：持続可能な社会の実現に向けて
協
力：神奈川、東京のローバースカウト８人
来 訪 者：３日間合計３８０人（イベント来場者総数：約１５万人）

「冬季の諸活動に向けて」の発
信について
環境展示会・エコプロ２０１９へ
出展（報告）
２０１９年度オーストラリア交換
留学生受け入れ
２０１９年度日本連盟トレーナ
ー研究集会の開催について
「 全国防災キャ ラバン２０１ ９」
開催情報
会議・委員会報告

日本最大級の環境展示会「エコプロ２０１９」が開催されました。ボ
ーイスカウトはこのイベントに今年もブースを出展し、
「スカウトの日」
の実施報告のほか、環境に関する取り組みの紹介と地球温暖化を防ぐた
めに家庭でできるエコな取り組み「うちエコ！アクション」の紹介を行
いました。平日は学校の課外授業で来訪した児童生徒が、土曜日は埼玉、
神奈川、東京、千葉など近郊から多くのスカウトたちが来場し、ローバ
ースカウトの協力により、環境について遊びながら学び機会を提供しま
した。
また、土曜日には環境省発信のキーワード「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」
のブースにおいて、自然環境を守っていくことの大切さをアピールする
トークイベントも行いました。

ブース出展の詳細は、日本連盟ＷＥＢサイトをご覧ください。
https://www.scout.or.jp/member/eco-pro-2019
…………………………………………………………………………………
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■２０１９年度オーストラリア交換留学生受け入れ
オーストラリアから４人のベンチャースカウト（ＶＳ）が来日しまし
た。４人のスカウトは、２０２０年１月１１日（土）まで日本のスカウ
ト家庭でのホームステイを行いながら、日本の学校に通学し、スカウト
活動に参加します。
受入期間： １１月２５日（月）～１月１１日（土）
留 学 生： １．ケイラ・ジョンストン (Keira Johnston)
ホスト家庭：松井育那（滋賀連盟大津第２１団ＶＳ）宅
受入学校：学校法人光華女子学園 京都光華高等学校
２．エブリン・グリーナー (Evelyn Greener)
ホスト家庭：西山ことみ（兵庫連盟明石第２団ＶＳ）宅
受入学校：兵庫県立明石城西高等学校
３．ルビー・ビュートファー (Ruby Buetefuer)
ホスト家庭：山口あき（兵庫連盟神戸第４３団ＶＳ）宅
受入学校：兵庫県立長田高等学校
４．エマ・ペリー (Emma Perry)
※１１月３０日（土）からの受け入れ
ホスト家庭：島満理奈（兵庫 尼崎第１４団ＶＳ）宅
受入学校：兵庫県立尼崎稲園高等学校

…………………………………………………………………………………
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■２０１９年度日本連盟トレーナー研究集会の開催について
本研究集会への参加は、日本連盟正副トレーナーの委嘱要件となりま
す。参加をご予定の方は、各会場にお申し込みください。
２ ０ １ ９ 年度日本連盟ト レ ーナー研究集会

開催予定
（令和元年１１月２７日現在）

ブロック名
北海道・東北

関

中

近

東

部

畿

中国・四国
九州・沖縄

会場

開催日時

場所（受入人数、最寄駅）

14:00～ ホテルグランパレス塩釜
2/9
11:30 （30人、JR仙石線 本塩釜駅）
2/16
茨城県立青少年会館
茨城
9:30～16:00 （80人、JR常磐線 水戸駅）
2/9
神奈川スカウト会館
神奈川
9:15～16:00 （50人、相鉄線 二俣川駅）
2/11
国立オリンピック記念青少年総合センター
東京
10:00～17:00 （120人、小田急線 参宮橋駅）
2/8
14:00～ 公共の宿 すかっとランド九頭竜
福井
2/9
11:00 （50人、JR北陸本線 福井駅）
2/2
静岡県青少年会館
静岡
9:00～16:00 （80人、JR東海道線 静岡駅）
2/23
名古屋国際センター 別棟ホール
愛知
10:00～16:00 （100人、名古屋市営地下鉄 国際ｾﾝﾀｰ駅）
2/8
兵庫県立のじぎく会館
兵庫
9:45～16:30 （60人、JR・阪神 元町駅、神戸市営地下鉄 県庁前駅）
2/9
アネックスパル法円坂
大阪
9:45～16:30 （80人、JR大阪環状線 森ノ宮駅）
2/8
13:00～ ビューポートくれ
広島
2/9
12:00 （40人、JR呉線 呉駅）
2/16
大野城まどかぴあ
福岡
10:00～16:00 （40人、西鉄大牟田線 春日原駅、JR鹿児島本線 大野城駅）
宮城

2/8

参加費

申込
締切
日

13,000

1/20

2,000

2/2

1,500

1/10

1,500

1/24

14,000

1/25

1,500

1/18

2,000

1/31

2,000

1/20

2,000

1/25

15,000

1/25

2,000

1/31

申込・問合せ先
宮城県連盟事務局
℡ 022-355-6265
茨城県連盟事務局
℡ 029-226-8482
神奈川連盟事務局
℡ 045-365-3421
東京連盟事務局
℡ 03-3868-2351
福井連盟事務局
℡ 0776-41-4064
静岡県連盟事務局
℡ 054-255-6185
愛知連盟事務局
℡ 052-972-6281
兵庫連盟事務局
℡ 078-333-1781
大阪連盟事務局
℡ 06-6770-0043
広島県連盟事務局
℡ 082-242-2495
福岡県連盟事務局
℡ 092-624-3755

※ この表は担当県連盟からの実施調査書を基に一覧にしています。

当日資料や研究内容、今後の更新情報につきましては、下記のＵＲＬ
をご参照ください。
https://www.scout.or.jp/member/2019_trainermeeting/

…………………………………………………………………………………

■「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、１２月８日（日）神奈川・イオン
相模原ショッピングセンターで実施されました。
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：１月１８日（土）山形・イオンモール天童
１月１９日（日）秋田・イオンモール秋田
１月１９日（日）石川・イオンモール新小松
２月 ２日（日）福岡・イオンモール香椎浜
２月１５日（土）京都・イオンモール京都桂川
２月１６日（日）岐阜・イオンモール各務原
２月２３日（日）新潟・イオンモール新潟南
…………………………………………………………………………………
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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１５回、通算第６５回）の開催（報告）
日
時：１２月５日（木）１６：３０～１９：００
場
所：東京・スカウト会館
出
席：鈴木、松平 両副委員長、他委員５人
主な内容：１．スカウティング誌記事のＷＥＢ掲載について
２．寄付月間 募金箱調査について
３．新チャレンジ章 コラボレーションバッジの
教育推進会議への提案まとめについて
４．新たな企業からのコラボレーション提案について
５．団問合せ情報の活用について 他
今回の定例打ち合わせ会では、上記の話題を中心に、取り組み中の各
種事業の詳細について検討しました。
…………………………………………………………………………………

■第２４回世界スカウトジャンボリー派遣
実行委員会（第５回）の開催（報告）
日
時：１２月７日（土）１３：００～１７：００
場
所：東京・中野サンプラザ 研修室
出 席 者：水野実行委員長・派遣団長、他 7 人
議
題：１．日本派遣団の概要報告について
２．日本派遣団の決算案について
３．大会記録・報告書について
４．各参加隊の評価・反省について
５．派遣団本部・ＩＳＴの評価・反省について
６．今後への提案について
今回の実行委員会では、派遣の決算の確認を行いました。また、評価
反省を行い、今後の派遣に役立てることとしました。
…………………………………………………………………………………

■２０１９年度県連盟ディレクター研究集会の開催（報告）
日
時：１２月７日（土）１３：１５～８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：県連盟ディレクター４４人（代理６人を含む）
大久保指導者養成委員長、栗田日本連盟ディレクター、
他副ディレクター４人
主な内容：１．２０１９年度上級訓練の評価
２．ウッドクラフトコース第１期の報告と評価
３．ボーイスカウト講習会の改定
４．トレーナーの質的向上についてのグループ討議
５．２０１９年度トレーナー研究集会の内容と進め方
4

今回の研究集会では、各県連盟からウッドバッジ研修所スカウトコー
スの開設報告があり、改定から３年目を迎え、慣れから生じるものなど
の新たな課題が浮き彫りになりました。
また、昨年度の研究集会で検討した、トレーナーの質的向上を図る取
り組みについての実施報告がありました。その後のグループ討議では、
トレーナーの質を向上するための方法を検討し、各県連盟におけるトレ
ーニングチーム研修の企画書を作成しました。この企画書に沿って取り
組んだ結果は、来年の研究集会で発表いただく予定です。

…………………………………………………………………………………

■１００周年記念史編纂委員会（第１８回）の開催（報告）
日
時：１２月１１日（水）１３：３０～１６：００
場
所：東京・スカウト会館
出 席 者：鈴木委員長、他委員３人、参席１人
主な内容：１．１００周年記念史編纂工程について
２．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 Vol.１１の確認について
３．運動史Ⅲ 第２章 新法人移行と２３ＷＳＪを目指して
２００９（平成２１）年度 Vol.６の確認について
４．同 ２０１０（平成２２）年度 Vol.１の確認について
５．同 ２０１１（平成２３）年度の目次について
６．運動史Ⅲ 第３章 ２０１６（平成２８）年度以降の各
年度事業項目案について
７．進捗状況と問題点、今後の予定について
今回の委員会では、記念史編纂の作業工程を確認し、
「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」
（Vol.１１）の写真・図表と「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目指して」のうち、２００９（Ｈ２１）年
度の原稿（Vol.６）と２０１０（Ｈ２３）年度原稿（Vol.１）の修正箇所
を確認しました。また、第３章 ２０１６（平成２８）年度以降の各年度
事業項目案の抽出について確認し、次回委員会にて意見交換することと
しました。
…………………………………………………………………………………
本日発行のニュースは５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/
…………………………………………………………………………………
5

