
平成 21 年度 第 4 回 ARC 定例会議事録                      文責：大島慶子 

日時：平成 22 年 2 月 13 日（土）13 時 30 分～16 時 30 分 

場所：半田市中央公民館 2F 視聴覚室 参加者：スカウト 23 名 指導者 14 名 

1 開会のことば 

2 国旗儀礼（都築副議長） 

3 国歌斉唱 

4 知多地区コミッショナー挨拶（佐藤コミッショナー） 

今年は 3 月に愛知ベンチャーがあり、8 月に日本ジャンボリーもあります。今後のスカウティング

に生かしていただきたい。という挨拶があった。 

5 議長挨拶（石黒議長） 

知多東地区の方ありがとうございます。今回で今年度の定例会も最後になり、１年の締めくくりに

なります。また、日本ではボーイスカウト人口が減ってるが、世界的には増えている。そして、愛

知のＡＲＣ増えています。これからのボーイスカウトをどうしたらいいか、みんなで考えていきた

いと思う。報告もたくさんあるので、たくさん持ち帰ってください。という挨拶があった。 

6 アドバイザー挨拶（高橋アドバイザー） 

新しい仲間もいるようだ。新しい人にも分かりやすい報告をお願いします。また、新しい仲間は、

しっかり情報を持ち帰り、フィードバックしてほしい。という挨拶があった。 

7 自己紹介 

名前・所属・自己ＰＲ・バレンタインの予定を各自、自己紹介をした。 

バレンタインの予定の人気№１は「バイト」 

8 前回議事録に関して（石黒議長） 

最後に承認を行うので、定例会中に確認をお願いします。 

9 各種大会・行事参加報告 

9.1 第 18 回愛知スカウトフォーラム（園原運営委員） 

テーマ：Scout Capital For Venture 

日程：2009/12/11～13 

場所：日本ボーイスカウト愛知連盟 新城吉川野営場 

参加者：ＶＳ21 名 

内容：スカウトフォーラムとは、愛知県各地区のベンチャースカウトが集まり、あるテーマ

について議論を行う活動です。今回はアクティビティと討議の 2 本柱で行った。 

アクティビティでは階段作りを行い、ベンチャー活動のモデルを体験してもらった。討議で

はベンチャー活動において大切なものについて話し合い「楽しむこと」や「行動すること」

が大切だ、というような声が挙がった。また、実行委員は前日から集まり準備をした。担当

はプログラム・ファシリ・生活・食事・総務などの担当があり、全体の様子を、PowerPoint

を使い紹介した。奉仕者からは、「ベンチャースカウトから、楽しかった 達成感があった

という声があった」「事前準備が不足していた」「まだ奉仕をしたことが無い人は、次回奉仕

にぜひ参加してください」という声があった。また、詳細は報告書をご覧ください。 

9.2 防災＆ボランティアフォーラム 2010（都築副議長） 

目的：来場者の防災・ボランティアの意識向上、他ＮＰＯ団体との交流 

日程：2010/1/16 

場所：明日なる！金山 イベント広場 

参加者：5 名（うち 1 名ＶＳ） 

内容：この活動は、平成 7 年 11 月 7 日の阪神淡路大震災をきっかけに全国に広まった、防

災・ボランティアの意識向上のための活動である。活動としては「災害時・非常時にも役立

つロープ結び」・「ボーイスカウト活動のＰＲ」などのブース運営を行った。と報告があった。

参加者からは「他のＮＰＯ団体との交流があってよかった」「ブース来場者が多かった」な

どの声があった。 

9.3 吉川野営場清掃＆薪割り奉仕（舟橋運営委員） 

目的：吉川野営所の清掃 

日程：夏 2009/7/5，冬 2010/1/30 

場所：日本ボーイスカウト愛知連盟 新城吉川野営場 

参加者：夏 8 名，冬 6 名 

内容：奉仕は夏と冬に 2 回行った。夏は愛知県野営大会の前に、池掃除と芝刈りを行った。 

冬には軽トラック 4 杯分、計 270 本の丸太を 3 時間かけて運んだ。と報告があった。 

また、6 月に池の清掃奉仕があるので、参加者を募集します。 

9.4 風の会（野田議員） 

目的：風の会主催の身障者とのタンデムパートのイベントに介護ボランティアとして参画し、

身障者との交流とモータースポーツへの接触 



日程：2009/7/25～26 

場所：鈴鹿サーキット 

参加者：8 名 

内容：風の会とは、足に障害を持つ方をバイクの後ろに乗せ、タンデム走行を行う活動であ

る。風の会開催の前日に集合し設営・直前訓練を経て、ハーネスの付け方や 障害者の手伝

い方を学んだ。そして当日は、スタッフが余るというトラブルが起こったが、無事成功をし

た。今年は 2010/7/24 に開催されるが、日本ジャンボリーとの兼ね合いで、奉仕を行わない

可能性が高いということだった。知多奉仕参加者からは「障害者という日常ではふれあわな

い方との交流を持ち、新しい発見があった」「障害者の方が帰ってきたときの笑顔には達成

感を感じる」という声があった。 

10 各種募集案内 

10.1 第 2 回愛知ベンチャー大会（杉本議員） 

目的：雪の中での生活能力を向上させ、愛知連盟ユース年代の活動を活性化し、今後の発展

を目指す 

日程：2010/3/20～23（本部要員は 19 日から) 

場所：岐阜県荘川高原一色の森キャンプ場 

参加費：¥20,000 

申し込み期限：2010/2/25 

内容：活動内容は、雪中キャンプを主体として、スノーモービルや雪遊び、アイスクリーム

体験などを予定している。雪の中での活動というのは、普段体験することが無いので、大変

いい経験になる。また、スノーモービルやチェーンソーアートなど面白いイベントもあるの

で参加していただきたい。また、確定ではないが 18 日に新城吉川野営場から資材運搬を行

う予定なので、そちらもお願いしたい。防寒対策、車の雪道対策をしっかりお願いします、

という話があった。 

10.2 世界友情の日（都築副議長） 

目的：ボーイスカウト・ガールスカウトの創始者の思いを確認し、今後の活動発展を目指す 

日程：2010/2/21 

場所：ウインクあいち 1001 会議室 

参加費：¥3,000 RS¥2000  

申し込み期限：期限は過ぎているが、参加希望者は都築副議長まで連絡ください。 

内容：3 部構成となっていて、1 部では「Ｂ―Ｐの生涯から見たスカウト教育法」の講演を、

２部ではボーイスカウトによるバングラデシュ派遣の報告を、３部では立食形式のパーティ

を行います。 

10.3 愛知連盟・ソウル北部連盟緑化プロジェクト（都築副議長） 

目的：「緑の羽根募金」収益金による、かいがいでの緑化事業の実施，友好関係にある韓国

ソウル北部連盟とのローバースカウト間のプロジェクトとしての継続 

日程：2010/4/2～4 

場所：韓国国内 

参加費：¥60,000 前後 

申し込み期限：およそ２月中 

内容：期間的にも短く、韓国は日本人旅行者も多いので、海外派遣行ったことがない方でも

行きやすい派遣です。活動内容としては、主に植樹を行い 韓国ローバーとの交流を行う。 

10.4 各種海外派遣（園原運営委員） 

① 第 13 回スカウトムート派遣 

日程：2010/7/24～ 

場所：ケニア共和国 ナイロビおよび４つの周辺都市 

申し込み期限：日本連盟に 2010/2/25 

② 第 22 回世界スカウトジャンボリー派遣 

日程：2011/7/26～8/10 

場所：スウェーデン スコーネ県 クリスチャン市郊外 リンカビィ地区 

申し込み期限：日本連盟に 2010/6/20 

③ 第 27 回アジア太平洋地域スカウトジャンボリー（韓国）派遣 

日程：2010/8/4～10 

場所：大韓民国 全羅南道 

申し込み期限：日本連盟に 2010/4/5 

 各派遣詳細は日本連盟ホームページへ 



 

11 議事 

11.1 総会資料に関して（決議）（石黒議長） 

1 号議案：平成 21 年度事業報告に関することおよび承認を求める件 

2 号議案：平成 21 年度会計に関することおよび承認を求める件 

3 号議案：平成 22 年度事業計画に関することおよび承認を求める件 

4 号議案：平成 22 年度会計に関することおよび承認を求める件 

5 号議案：議長ならびに運営委員選任に関することおよび承認を求める件 

6 号議案：アドバイザーの依頼に関することおよび承認を求める件 

を、概ねこのような資料で総会を進めてよいかどうか、質疑応答を確認し、決議へ。賛成者

多数より、可決された。 

11.2 運営委員の承認に関して（決議）（石黒議長） 

知多ブロック担当運営委員として、知多南地区 南知多第 1 団の杉本拓弥が選出され、本人

が抱負を述べたのち、賛成多数により承認された。 

12 その他報告事項 

12.1 スカウティング誌掲載報告（石黒議長） 

1 月に発行されたスカウティング誌に、ＡＲＣの活動が紹介された、と報告があった。 

12.2 バングラデシュ派遣参加報告（大島副議長） 

2010/2/23～3/8 にバングラデシュへ海外派遣で啓発活動を行いに行きます。次回の活動報

告を楽しみにしてください、と報告があった。 

12.3 ＦＳＭＡからの依頼（ＦＳＭＡ 岡戸議員） 

ＦＳＭＡ（Fuji Scout Mates of Aichi）とは愛知連盟で富士章を受章したスカウトのみで構

成されるグループで県連盟コミッショナーが統括する公式の組織です。 

そして、ＦＳＭＡとして 2010/3/712:00～17:00 に富士スカウト顕彰の運営を行います。そ

の中で、5 分間ほど「ＡＲＣ活動紹介」を行いたいと思っているので、それをＡＲＣにお願

いすることになり、石黒議長が参加してくれることになった。と報告がありました。 

また、参加したい方は 各地区からの案内を通して参加申し込みをお願いします。 

12.4 春日井親子ラリー奉仕者募集案内（尾張中地区ローバース 野田議員） 

日程：2010/5/1～3 

内容：奉仕参加者を募集しています。前回は、モンキーブリッジ作成をし、安全確認をして

いただきました。参加希望者は、石黒議長まで連絡ください。 

12.5 その他報告事項に関する補足（都築副議長） 

自地区の活動の報告や、奉仕者・手伝いの募集を「その他報告事項」で報告してください。

愛知のローバーネットワークを利用し、情報を共有して地元にフィードバックしましょう。

と補足があった。 

13 前回議事録の承認（石黒議長） 

前回議事録の確認を行い、承認を求め、賛成多数により承認された。 

14 平成 22 年度ＡＲＣ総会について（石黒議長） 

日程：2010/4/10  

場所：未定（候補、愛知青年会館） 

補足：続いて午後から、平成 22 年度第 1 回ＡＲＣ定例会を行います。 

15 アドバイザー所見（高橋アドバイザー） 

今回の定例会も報告が多く、有意義な会になったと思う。また、ローバーは楽しく活動することが

基本だと思います。また、資料に写真を掲載し、持ち帰ったスカウトにも宣伝できるようにしまし

ょう。という話があった。 

16 豊田地区コミッショナー挨拶（都築コミッショナー） 

私はＡＲＣ創立当初にＡＲＣに参加していました。スカウトは活動が主体だと思う。会議も活動の

一環として、活発に盛り上げていきましょう。という話があった。 

17 歌：「平和の騎士」 

18 国旗儀礼 

19 閉会の言葉（都築副議長） 


