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平成 22 年度第 3 回定例会 

2010 年 10 月 2 日（土曜日）13:30〜16:30 

大 口 町 中 央 公 民 館 （ 視 聴 覚 室 ) 

 

1 開会の言葉    （大島副議長） 

2 国旗儀礼 

3 国歌斉唱 

4 議長挨拶    （石黒議長） 

5 アドバイザー挨拶 

6 自己紹介 

7 前回議事録に関して 資料１ 

8 各種大会・行事参加報告 

8.1 第 15 回日本ジャンボリー”ローバーの集い”  資料 2-1 （石黒実行委員長） 

8.2 ARC サマーアクト 2010  資料 2-2 （杉本実行委員長） 

8.3 風の会  資料 2-3 （野田実行委員長） 

8.4 英国ベンチャー・ローバースカウトガイドプログラム  資料 2-4 （園原実行委員長） 

8.5 CJK プロジェクト 2010 派遣  資料 2-5 （伊藤運営委員） 

（休憩）10 分 

9 議事 

9.1 愛知ローバームート実行委員会に関して 資料 3-1 

9.2 愛知ユースフォーラム実行委員会に関して 資料 3-2 

9.3 愛知スカウトフォーラム実行委員会に関して 資料 3-3 

9.4 防災＆ボランティアフォーラム実行委員会に関して 資料 3-4 

10 各種募集案内 

10.1 愛知ユースフォーラム（RS が実施するフォーラム） 資料 4-1 （舟橋実行委員長） 

10.2 愛知スカウトフォーラム（VS が主体のフォーラムへの奉仕） 資料 4-2 （伊藤実行委員長） 

10.3 防災＆ボランティアフォーラム 資料 4-3 （伊藤実行委員長） 

10.4 各種海外派遣 資料 4-4 （杉本副議長） 

11 その他報告事項 

12 前回議事録の承認 

13 アドバイザー所見 

14 歌：「平和の騎士」 資料 5 

15 国旗儀礼 

16 閉会の言葉  （大島副議長） 

 

● 次回定例会案内…平成 22 年度第 4 回定例会は愛知ローバームートと同時開催予定です。 

● アンケートは定例会終了後に回収をします。沢山の意見や参加希望をよろしくお願いします。  

● ARC からの情報提供手段について 

 ・ホームページ http://www.scoutnet.or.jp/~arc/ 

 ・メーリングリスト 参加→ARC ホームページ or 出席者名簿の参加希望欄に○をつける。 

    その他情報獲得手段  

 ・愛知連盟 Web ページ http://www.scout-aichi.or.jp/ 

 ・日本連盟 Web ページ 「事務局ニュース」 http://www.scout.or.jp/j/info/weekly/weekly.html 

http://www.scout.or.jp/j/info/weekly/weekly.html
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平成 22年度第２回定例会議事録                     文責 石黒智也 

日時：平成 22年 6月 19日（土） 13：30～16：30 

場所：武豊町立中央公民館 視聴覚室 

出席者：議長：石黒  副議長：舟橋、杉本、以上 2名  運営委員：野田、伊藤以上 2名 

議員：19名 

   アドバイザー：安藤   オブザーバー：7名  

以上合計 31名 

1. 開会の言葉 

2. 国旗儀礼 

3. 国歌斉唱 

4. 議長挨拶（石黒） 

   今日はサッカーのワールドカップ日本対オランダ戦が行われます。対戦国のオランダは

スカウト運動がさかんな国であり、ワールドカップをきっかけに世界のスカウティングを

考えてみると楽しいと思います。同じイギリスからスタートしたボーイスカウト運動を盛

り上げていきましょう。 

5. アドバイザー挨拶 

6.  

7. 来賓紹介・挨拶 

（森田 知多南地区コミッショナー） 

それぞれ原隊へ戻れば、指導者としての活動をしている人が沢山いると思います。スカ

ウトとして愛知ローバース会議を楽しんで欲しい。その経験がリーダーとしての経験にな

り、それを後輩ローバーへ、そして子どもたちへ還元をして欲しいと思います。 

8. 自己紹介 

   名前、所属、この夏の意気込み。 

9. 前回議事録に関して 

   最後に承認を行うので、定例会中に確認をお願いします。 

 

 

 

 

10. 各種大会・行事参加報告 

10.1 日本連盟全国大会 報告（岡戸） 

  

 

 

 

 

 

10.2 小牧山親子ラリー奉仕 報告（都築） 

9.1  

 

 

 

 

 

10.3 ＦＳＭＡ活動紹介（伊藤） 

 

 

 

 

 

 

11. 各種募集案内 

11.1 風の会（野田） 

 

 

 

 

 

 

概要： ボーイスカウト日本連盟主催平成 22年度全国大会へ参加をし、沢山のブースが並

ぶスカウティングエキスポの見学や、全国スカウト教育会議へ参加をした。 

日時：平成 22年 5月 29日（土）～30日（日） 

場所：静岡県静岡市 ツインメッセ静岡 

参加者：5名 

概要：小牧市にある団が主体となってボーイスカウトの紹介活動と募集活動を行うラリー

のポイント運営の奉仕をした。ＢＳ隊とＶＳ隊のスカウトと一緒にモンキーブリッ

ジを作成し、当日は遊びに来た沢山の子どもたちがモンキーブリッジに挑戦した。 

日時：平成 22年 5月 2日～5月 3日 

場所：小牧市 小牧山 

参加者：8名 

 概要：Fuji Scout Mates of Aichi（FSMA）は愛知連盟で富士章を取得したスカウトで構成

されているグループで特にユース世代のメンバーが集い活動しています。4 月に集

会を行い、秋に後輩ベンチャースカウトの活動サポートを実施する予定です。 

 日時：平成 22年 4月 24日～25日 

 場所：熱田神宮 

 参加者：19名(平成 17～21年度富士スカウト) 

概要：コカコーラ 8H耐久ロードレース前夜祭に開催される障害者とサーキットをタンデム

走行する「タンデムパレード 風を感じて」において、障害者のバイクへの乗降・

固定のサポートを行う。 

日時：平成 22年 7月 23～25日 

場所：鈴鹿サーキット 
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協議中の事項ではあるが、日時は大会の後半に開催する予定である。予定としては会場内に設

置されるスカウトセンターでの開催の準備をしている。ローバースの活動紹介を予定している

が、他にも何か”ローバー集い”で実施したいことはあるか？ 

質疑応答 

（都築）是非参加できる人は会場で仲良くなった人を沢山連れてきてください。 

（石黒）よろしくお願いします。 

→現状の案で賛成多数で可決。 

 

8 月 28,29 日に美浜町にある時志海岸および庚徳寺で実施したい。プログラムは例年と同じマ

リンジェットをメインにウエイクボード、トーイングだけでなく覚えれば原隊の子どもたちに

も実施できるサンドアートを実施したい。宿泊はグループで野営を行いたい。 

質疑応答 

なし 

→現状の案で賛成多数で可決。 

11.2 英国バークシャー県連盟 EBプロジェクト派遣奉仕（石黒） 

 

 

 

 

 

11.3 各種海外派遣（石黒） 

 

12. 議事   

12.1 第 15回日本ジャンボリー“ローバーの集い”（石黒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 サマーアクト 2010について（杉本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. その他報告事項 

13.1 日進市の広報誌掲載に関して（石黒） 

 

 

 

13.2 ハイチ共和国・ドミニカ共和国へのスポーツ・アウトドア用品援助のお願い 

（中村尾張北地区コミッショナー） 

 

 

 

 

 

13.3 東三河地区広報誌“ふくろう”（石黒） 

（中村尾張中地区コミッショナー） 

 

 

 

14. 前回議事録の承認 

質疑応答 なし 

→承認 

15. アドバイザー所見 

（安藤）今日の定例会は海外の話から団の話まで幅広い沢山の話がありました。遠い世界の

話に感じた人もいるかもしれませんが、最後に石黒議長より紹介のあった団での活動

というのも大事な話です。次回の定例会では皆さんの楽しい活動の話が聞けると嬉し

いです。また、ジャンボリーで沢山の仲間を見つけてこれも楽しい活動の話が聞ける

と嬉しいです。夏の活動は気をつけてください。 

（オブザーバーより一言ずついただきました。） 

16. 平和の騎士 斉唱 

17. 国旗儀礼 

18. 閉会の言葉 

概要：英国連盟の１進歩章であるエクスプローラーベルト（ＥＢ）を取得するために、 英国

のスカウトがチャレンジ場所として選んだ日本での移動野営を支援するとともに、交

流を通じて国際理解を深める。 

日時：平成 22年 8月 8日~21日 

場所：愛知県内 

平成 22年度アジア太平洋提携プロジェクト（バングラデシュ）派遣の紹介 

概要： 中日新聞と日進市の広報誌に尾張東地区日進第 1 団の星野輝くんの記事が掲載され

ました。”異国の地、体験から学ぶこと”を題にバングラデシュ派遣に参加して経験

したことが書かれています。 

概要： ボーイスカウト出身者により設立された NPO 団体である Pax earth が JICA 国際協

力・青年ボランティア等との協力でハイチ地震の被災地であるハイチ・ドミニカの両

国の子どもたちへスポーツ・アウトドア用品援助を行っています。団に眠っている道

具があればぜひご協力をお願いします。 

概要： 僕が所属する東三河地区の広報委員会では”ふくろう”という広報誌を作成していま

す。地区単位で広報誌を作っているところは沢山ありますが、見る機会は尐ないと思

います。まだ歴史は１年程なのですが、興味のあるかたはぜひ見てみてください。 
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「ローバーの集い」実施報告書 

愛知ローバース会議議長 

 石黒智也 

三指 

日頃はローバー活動に多大のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

下記の通り「ローバーの集い」を開催いたしましたので報告します。 

富士山の麓朝霧高原に、大会テーマである「世界に向かって でっかく羽ばたけ！」をコ

ンセプトに実施し、全国のローバーと同じ時間を過ごすと共に仲間の存在を再確認すること

ができました。短い時間でしたが、次回の開催を願う声の中、無事に集いを終えることがで

きました。開催にあたりご尽力いただいた方には改めて御礼を申し上げます。 

弥栄 

日 時：平成２２年８月７日（土）１９：３０～２０：３０ 

場 所：朝霧アリーナ 

参加者：ローバースカウト、およびお同年代の青年指導者 

約３００人 

内 容：開会宣言 

  ・石黒智也 実行委員長 挨拶 

  ・膳師功 運営本部長付 挨拶 

 朝霧コレクション（自己ローバース紹介） 

・愛知ローバース会議、ＢＡＧ、ボーイスカウト埼玉県連盟ユース代表者会議、 

PaxⅣhyper、東京農大ローバース、慶応大ローバース など 

弥栄 

 記念撮影 

 寄せ書きの作成（テーマ：でっかく 羽ばたけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、ご支援ありがとうございました。 
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ARCサマーアクト 2010実施報告 
 

知多南地区南知多第 1団 

杉本 拓弥 

 

１．目的 

ローバースカウトのマリンプログラムにおけるスキルアップを図ると共に団へのフィ

ードバックができるようになる。 

 

２．実施期間 

  平成 22年 8月 28日～29日 

 

３．開催場所 

  野営地：知多郡美浜町 廣徳寺 

  マリンプログラム展開：知多郡美浜町時志海岸 

  ジェット等昇降及び整備：マリンポート鳥新 

 

４．参加者及びインストラクター 

  参加者（RS）：27名（途中参加等含む） 

  インストラクター：19名（見学等含む） 

 

５．プログラム内容 

  ・マリンジェット体験乗船 

  ・ウェイクボード 

  ・バナナボート 

  ・トーイング 

  ・サンドアート 

 

６．評価反省 

  ・実行委員会の開催がなかなかできず準備不足となってしまった。 

  ・現場合わせで行う事があり、バタバタしてしまった。 

  ・サンドアートをもっと全員で出来るようにしたかった。 

  ・サンドアートがなかなかいいものができ良かった。 

  ・時間の管理がうまく行かなく、遅れてしまった事があった。 

    → 

・実行委員会での明確な役務分担及び各役務間での情報共有。 

・綿密な打ち合わせ、また参加者へのインフォメーションの徹底。 

 

以上 
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２０１０年度風の会参加報告 

 
 

日時：２０１０年７月２４～２６日（金～日） 

 

目的：『風の会』主催の身障者とのタンデムパレード《風を感じて》のイベント

に身障者の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

スポーツへの接触を行う。 

 

内容：コカコーラ８H 耐久ロードレース前夜祭「風を感じて」（「風の会」主催）

において、約 30 台のバイクが身障者を乗せてサーキットをタンデムラン

するにあたり、身障者のバイクへの乗降･固定のサポートを行うことおよ

び、「風を感じて」の会場の設営と撤営作業。 

 

 
 

風の会とは？ 

 

・健常者・障害者を問わず、バイク（自動二輪）の素晴らしさや乗っている人

にしかわからない｢風｣を、興味がある人・ない人を問わず感じてもらいたい。

そしてバイクの楽しさを尐しでも理解・見直しをしてもらうために、バイク

に触れるチャンスを提供したい。ここで感じてもらったことをきっかけに、2

輪・4 輪の立場を理解し、交通事故の減尐を目指したい。 

 

・障害者の中には、普段は車椅子で生活を送っていたり、杖での生活、盲目の

方等、バイクに憧れていても、夢叶わぬ人たちが沢山います。そんな障害者

の方々にもバイクの｢風｣を感じてもらいたい。そのために、｢風｣の素晴らし

さを知り尽くした、現役とＯＢのプロライダーの方が協力し、障害者の方を

バイクの後ろに乗せてサーキットを｢タンデムラン｣することで、バイクに乗

るという夢を現実に変え、その方々の周りの人も、素晴らしさを共有してほ

しい。
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CJK プロジェクト 2010 派遣参加報告 

 

名古屋千種地区名古屋第 87 団 

伊藤聖也 

概要 

平成14年度にアジア太平洋地域内の複数の国による共同事業の取り組みを行

うこととして、我が国の隣国である韓国及び台湾連盟との「ローバースカウト

による協働事業」を計画し、各国連盟との合意を得て保健衛生啓蒙活動を中心

としたプロジェクトをフィリピン国で実施した。8 年目となる今回も各国のスカ

ウトと協働を通じて、異文化を体験すると共に、国際理解、国際協力、スカウ

ト運動への理解を一層深めることができた。 

 

日程 

直前訓練 平成 22 年 8 月 16 日～8 月 17 日 

派遣期間 平成 22 年 8 月 18 日～8 月 27 日  
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愛知ローバームート実行委員会の設置について、以下の通りお諮りします。 

 

記 
 

1.実行委員長 

石黒 智也 （いしぐろ ともや） 東三河地区豊川第 4団 

   

2.実行委員 

大島 慶子 （おおしま けいこ） 名古屋北斗地区名古屋第 101団 

舟橋 佳代 （ふなはし かよ） 尾張北地区大口第 1団 

杉本 拓弥 （すぎもと たくや） 知多南地区南知多第 1団 

鶴園 瞬 （つるぞの しゅん） 岡崎地区岡崎第 8団 

大谷 茂之 （おおや しげゆき） 尾張北地区北名古屋第 1団 

野田 享佑 （のだ きょうすけ） 尾張中地区小牧第 1団 

伊藤 聖也 （いとう せいや） 名古屋千種地区名古屋第 87団 

 

任期 愛知ローバース会議へ報告書を提出することおよび定例会での報告を終えるまで。 

 

 

以上 

 愛知ローバームート実行委員会に関して 
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愛知ユースフォーラム実行委員会の設置について、以下の通りお諮りします。 

 

記 
 

1.実行委員長 

舟橋 佳代 （ふなはし かよ） 尾張北地区大口第 1団 

 

2.実行委員 

鶴園 瞬 （つるぞの しゅん） 岡崎地区岡崎第 8団 

楠崎 章平 （くすざき しょうへい） 知多東地区半田第 2団 

 

任期 愛知ローバース会議へ報告書を提出することおよび定例会での報告を終えるまで。 

 

 

以上 

 愛知ユースフォーラム実行委員会に関して 
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愛知スカウトフォーラム実行委員会の設置について、以下の通りお諮りします。 

 

記 
 

1.実行委員長 

伊藤 聖也 （いとう せいや） 名古屋千種地区名古屋第 87団 

   

2.副実行委員長 

大島 慶子 （おおしま けいこ） 名古屋北斗地区名古屋第 101団 

 

3.実行委員 

二村泰史 （にむら やすし） 名古屋緑地区名古屋第 57団 

岩中拓也 （いわなか たくや） 名古屋北斗地区名古屋第 95団 

荒川航一 （あらかわこういち） 名古屋南地区名古屋第 23団 

羽根田賢 （はねだ すぐる） 豊田地区豊田第 16団 

 

 

任期 愛知ローバース会議へ報告書を提出することおよび定例会での報告を終えるまで。 

 

 

以上 

 

 愛知スカウトフォーラム実行委員会に関して 
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防災＆ボランティアフォーラム実行委員会の設置について、以下の通りお諮りします。 

 

記 
 

1.実行委員長 

伊藤 聖也 （いとう せいや） 名古屋千種地区名古屋第 87団 

   

2.実行委員 

二村泰史 （にむら やすし） 名古屋緑地区名古屋第 57団 

岩中拓也 （いわなか たくや） 名古屋北斗地区名古屋第 95団 

荒川航一 （あらかわこういち） 名古屋南地区名古屋第 23団 

羽根田賢 （はねだ すぐる） 豊田地区豊田第 16団 

 

任期 愛知ローバース会議へ報告書を提出することおよび定例会での報告を終えるまで。 

 

 

以上

 防災＆ボランティアフォーラム実行委員会に関して 



平成 22 年度第 3 回定例会資料 4-1 

Presented by Aichi Rovers Conference 

平成 22年 10月 2日 

ローバースカウト・青年指導者の皆様 

 

日本ボーイスカウト愛知連盟 
愛知ローバース会議(ARC) 
議 長    石 黒 智 也 
実行委員長  舟 橋 佳 代  

 

第三回愛知ユースフォーラム  開催案内 

 

標記スカウトフォーラムを次のとおり開催しますので、その参加について確認とご協力をお願い致します。 

 

記 

 

趣  旨 ： 各地区のローバース同士の交流と翌月に開催される愛知スカウトフォーラムの疑似体験 

 

主  催 ： 日本ボーイスカウト愛知連盟 愛知ローバース会議 

運営 （１）開催に必要な準備並びに運営は、実行委員会と選任したスタッフによって行う。 

           （２）フォーラム当日の運営は、参加者の自主運営を基本とする。 

 

開催期日 ： 平成２２年１１月２０日（土）から１１月２１日（日）１泊２日 舎営 

       集合 １１月２０日（土）１３時    新城吉川野営場 

       解散 １１月２１日（日）１２時３０分 新城吉川野営場   

 

開催場所 ： 日本ボーイスカウト愛知連盟 新城吉川野営場 

       愛知県新城市吉川深沢 37番地の 6  TEL：0536-34-0266 

       ※公共交通機関使用の場合は事前連絡で送迎あり 

 

参 加 資 格： ローバースカウトおよび同年代の指導者  

 

テ ー マ ： ローバースカウトとして愛知連盟への活動・奉仕の方針について 

 

持 ち 物 ： 制服・制帽・マイカップ・１泊舎営の用意 

 

参 加 費 ： ３０００円       

 

参 加 申 込： １１月３日（水）までに、別紙用紙に記入のうえ申し込みをしてください。 

 

申し込み先： 日本ボーイスカウト愛知連盟事務局内 愛知ローバース会議事務局 

       〒461-0011 名古屋市東区白壁 1丁目 50番地 愛知県白壁庁舎４階 

       Tel：052-972-6281 Fax：052-972-6283  E-mail：office@scout-aichi.or.jp 

 

問合わせ先： ユースフォーラム 実行委員長 舟橋佳代 (尾張北地区 大口第１団 RS) 

       携帯:080-6920-4857 E-mail:kayo__ship@hotmail.co.jp  

mailto:office@scout-aichi.or.jp
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愛知ローバース会議 第三回愛知ユースフォーラム 

参加申込書 

日程：2010 年 11 月 20 日(土)～21 日(日) 場所：日本ボーイスカウト愛知連盟 新城吉川野営場 

 

 

愛知ローバース会議事務局 

FAX:052-972-6283 

〒461-0011 名古屋市東区白壁 1 丁目 50 番地 愛知県白壁庁舎 4 階 

日本ボーイスカウト愛知連盟事務局内 愛知ローバース会議事務局 

 

氏名 

ふりがな  

氏名  

性別 男  ・  女 

所属団     連盟(     地区)        第      団             隊 

生年月日   19      年        月        日 

住所 

〒      ―       

 

 

電話番号 
自宅      －      － 

FAX      －      － 
携帯       －         － 

E-mail PC 携帯 

利用交通

機関 

□自家用車 

□          の車に乗り合わせ 

□公共交通機関( 名鉄  ・  JR  ) 

□ その他 (                                      ) 

所属隊長

の同意 
                                      印 

団委員長

の同意 
                                      印 
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♦周辺地図 
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愛知スカウトフォーラム奉仕スタッフ募集案内 
 

募集要項 

内容  ：ベンチャーフォーラムの運営奉仕 

名称  ：愛知スカウトフォーラム 

日程  ：２０１０年１２月１１日（土） ～１２日（日） 

    ※スタッフは、前日の１０日（金）の夜から前泊。 

場所  ：日本ボーイスカウト愛知連盟 新城吉川野営場 

    愛知県新城市吉川深沢３７番地の６ 

    ＴＥＬ ０５３６－３４－０２６６ 

募集人数 ：１５～２０名程度 

参加条件        ：愛知県連盟に所属しているローバースカウト及び同年代の青年指導者であること 

申し込み方法    ：所定の申込用紙に記入の上、所属隊・団委員長の承認を得てＦＡＸまたは郵送にて愛知

ローバース会議事務局へお申し込みください。 

２０１０年１０月１０日（日）必着。 

申し込み先 ：〒４６１－００１１ 

   名古屋市東区白壁１丁目５０番地 愛知県白壁庁舎４階 

   日本ボーイスカウト事務局内 愛知ローバース事務局 

   ＴＥＬ ０５２－９７２－６２８１ 

   ＦＡＸ ０５２－９７２－６２８３ 

問合せ先 ：愛知ローバース会議  

   担当： 

伊藤聖也（愛知ローバース会議 運営委員 名古屋千種地区 名古屋第８７団） 

 Tel 080-5154-1645 

 E-mail zyutye@hotmail.co.jp 

大島慶子（愛知ローバース会議 副議長  名古屋北斗地区 名古屋第１０１団） 

 Tel 090-6088-9989 

 E-mail akaneiro_studio@yahoo.co.jp 

主催  ：日本ボーイスカウト愛知連盟 

   運営: 

（１）開催に必要な準備ならびに運営は、愛知連盟が担当し、愛知ローバース会議より

選任されたローバースと名古屋各地区の担当コミッショナーが協力する 

（２）フォーラムの運営は、参加者の自主運営を基本とする 
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第１９回愛知スカウトフォーラム 

運営スタッフ奉仕参加申込書 
以下の通り運営スタッフとして奉仕します。 

なお、奉仕期間中の自身の事故等の責任は、自身に責任があることを了承しています。 

氏名 

ふりがな  

氏名  

性別 男  ・  女 

所属団 
       連盟(        地区)       第      団 

            隊 

生年月日・年齢 
  19       年         月         日  

（      歳） 

住所 
〒      ―       

 

電話番号 
自宅    －    － 

FAX     －    － 
携帯    －      － 

E-mail PC 携帯 

参加日程 

(該当欄に○をつける) 

運営スタッフ 

 １２月１０日（金） 吉川野営場 

 １２月１１日（土） 吉川野営場 

 １２月１２日（日） 吉川野営場 

なお、奉仕期間中の食費代として日数を問わず一律 1,000円とする。 

健康状態 

□問題なし 

□アレルギーや持病がある(具体的に)                           

□その他知っておいて欲しいこと(具体的に) 

行事奉仕歴 

研修歴 

(研修所・実修所) 

 

上記の通り、参加することを承認します。 

所属隊長の同意 

（ローバースカウトのみ） 

                                         

印 

団委員長の同意 
                                      

印 
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・平成 22年度アジア太平洋提携プロジェクト派遣 

 期 間：平成 23年 2月 20日～3月 7日 

開 催 地：バングラデシュ人民共和国 

人 員：ローバースカウト 18名、指導者 2名 

経 費 ：およそ 19万円 

締 め切 り：平成 22年 10月 15日 

・平成 23年度国際キャンプスタッフ計画派遣 

 期 間：平成 23年 6月～9月 

  開 催 地：アメリカ合衆国 

  人 員：若干名 

  経 費：およそ 20万円（必要最低限）、給料が支払われる。 

  締め切り：平成 23年 1月 5日 

・平成 23年度カンデルスティッヒ夏季野営スタッフ派遣 

  期 間：平成 23年 6月～9月 

  開 催 地：スイス、カンダーシュテーク カンデルスティッヒ国際スカウトセンター 

  人 員：若干名 

  経 費：およそ 40万円 

  締め切り：平成 23年 1月 5日 

 

（国際行事） 

・世界スカウト機構主催 

第５３回ジャンボリー・オン・ジ・エア（ＪＯＴＡ） 

第１４回ジャンボリー・オン・ジ・インターネット（ＪＯＴＩ）

各種海外派遣案内 
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我ら平和の騎士ぞ  

正義のために勇みて進む 

輝く朝の光  

そは我らの希望のしるしなり 

ラララ 世界の友 ラララ いざ進め 

ともに力を合わせ 

理想の峰を目指して進め 

 

大いなるわが父の 

のこせし後をしたいて進む 

その誠の道は  

我らの行く手を明るく照らす 

ラララ 世界の友 ラララ いざ進め 

ともに力を合わせ  

理想の峰を目指して進め 
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Aichi   Rovers  Conferenceアンケート 
管 理 責 任 者 

愛知ローバース会議 議長 石黒智也 

今後の活動に関して、アンケートを取りたいと思います。あてはまるものに○をつけてください。参加する

または興味があるイベントに関しましては、ARC info 以外に個別に実行委員が連絡いたします。 

       地区         第   団  名前              

電話番号:(    )        PC-mail:          @        

携帯-mail:           @           

 各報告はどうでしたか？  すごく良かった     普通   よくなかった 

・ ローバーの集い” （ 5 4 3 2 1 ） 

・ ・ARCサマーアクト 2010 （ 5 4 3 2 1 ） 

・ 風の会  （ 5 4 3 2 1 ） 

・ 英国ガイドプログラム （ 5 4 3 2 1 ） 

・ CJKプロジェクト 2010派遣 （ 5 4 3 2 1 ） 

 

 愛知ユースフォーラム（11 月 20日～21日） 

→あなたは、愛知ユースフォーラムに参加、又は興味がありますか？  担当：舟橋佳代 

 

参加したい  興味がある  興味がない 

 

※参加したいと答えた方で愛知ユースフォーラムの運営に興味がありますか？ 

興味がある  興味がない 

 

 愛知スカウトフォーラム（12月 12～13日） 

→あなたは、愛知スカウトフォーラムに奉仕したい、又は興味がありますか？ 担当：伊藤聖也 

 

奉仕したい  興味がある  興味がない 

 防災＆ボランティアフォーラム（11月 7日） 

→あなたは、防災＆ボランティアフォーラムに参加、又は興味がありますか？ 担当：伊藤聖也 

 

参加したい  興味がある  興味がない 

 愛知ローバース会議運営委員（平成 22年度） 

→あなたは、平成 22年度愛知ローバース会議運営委員として頑張りませんか？ 担当：石黒智也 

 

運営委員になりたい 興味がある  興味がない 

 ARCについて意見がありましたらご自由にご記入お願いします。 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 


