
平成 24 年度 ARC 第 2 回定例会 

2012.07.07 

平成 24 年度第 2 回定例会 

2012 年 7 月 7 日 (土 )14:00〜 17:30 

尾張旭市勤労福祉会館(渋川福祉センター) 

1 開会の言葉 

2 国旗儀礼 

3 議長挨拶 

4 アドバイザー挨拶 

5 自己紹介 

6 活動報告 

・ ローバースグループ活動報告 

 尾張東地区ローバース     

 名古屋西部地区ローバース 

 名古屋北斗地区ローバース 

 豊川第1団RS隊 

 その他 

・ 平成23年度スカウト特別海外派遣報告   資料1-2 (﨑山委員) 

・ 平成24年度日本連盟全国大会報告    資料1-2 (伊藤議長) 

7 募集案内 

・ 吉川野営場整備      資料2-1 (荒川副議長) 

・ 第1回東海三県連盟合同野営大会 ローバーの集い  資料2-2 (伊藤議長) 

・ 第21回愛知スカウトフォーラム運営委員再募集  資料2-3 (荒川運営委員長) 

・ 第2回マグナム杯開催案内     資料2-4 (荒川実行委員長) 

・ 各種海外派遣      資料2-5 (小栗運営委員) 

8 その他報告事項 

9 アドバイザー所見 

10 歌「平和の騎士」 

11 国旗儀礼 

12 閉会の言葉 

 

 

 平成24年度第3回定例会案内  次回定例会は10月13日(土)開催予定です。 
               場所：あいち健康プラザ 会議室4 

 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/ 
 twitter  @AichiRovers http://twitter.com/AichiRovers/ 
 Facebook  http://www.facebook.com/aichirovers/ 
 mixiコミュニティー http://mixi.jp/view_community.pl?id=5619707 
 メーリングリスト arc-scout@freeml.com 
 愛知連盟ホームページ http://www.scout-aichi.or.jp/ 
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平成 23 年度スカウト特別海外派遣 

－オーストラリアで障害者との共生を学ぶ！－ 
 
 
 

愛知連盟名古屋千種地区 
名古屋第 39 団ローバースカウト隊 

崎山彩 
 
◆期間 
2012 年 2 月 16 日(木)～3 月 20 日(火) 34 日間 
 
◆場所 
オーストラリア ビクトリア州 メルボルン近郊 
 
◆目的 
障害者スカウトと共に活動する機会を作る。日本でも障害者スカウティングを知ってもらう。 
 
◆活動内容 
・現地の障害者スカウトの団の活動に参加 
・障害者施設の訪問・活動 
・町のバリアフリー調査 
 
◆評価反省 
・オーストラリア滞在中、長い時間の間、障害者の方と接することができた。そのため、上

手くコミュニケーションの取ることができた。 
・積極的に相手に話しかけて行動できた。 
・今回一緒に活動した団のスカウトたちととても仲良くなり、11NA への布石ができた。 
・英語が理解できず、話がわからない時もあった。もっと英語を学習しておくべきだった。 
・帰国後、報告会ができていない。多くの人に知ってもらうため、報告する機会を増やす。 
・ 
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平成 24 年度日本盟全国大会報告 

 

愛知ローバース会議 議長 
伊藤聖也 

 
1.日程  平成 24 年 5 月 26 日（土）～27 日（日） 
 
2.場所  国立オリンピック記念青少年総合センター（東京・代々木） 
 
3.目的  ・愛知のローバースカウトの活動を全国のローバースカウトに知って

もらう。 
・RS 全国組織設立集会へ参加し、全国のローバースカウトと情報共    

有を行う 
 
4.内容  ・全国大会への参加 

・展示コーナーでの愛知ローバース会議の PR 
     ・RS 全国組織設立集会への参加 
 
5.参加者 愛知連盟からローバースカウト 8 名 
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来たれ吉川！！~吉川野営場清掃奉仕！~ 

毎年行われている吉川野営場清掃奉 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

目 的 ： ｢スカウトは感謝の心を持つ｣という掟の実践 
 

内 容 ： 黒田場長よりお願いされる野営場内での業務の実施 

 

開催期日：7/13 (土) 20時～（前泊時）  

7/14（土）10 時～15 時 

 

開催場所:愛知連盟 新城・吉川野営場 
愛知県新城市吉川深沢 37 番地 6 

 

参加費 ：13日から参加 1000 円(夕食・昼食代) 

     14日のみ参加  500 円(昼食代) 

 

持ち物 ：軍手・作業着（前泊の場合は各自寝具等）  

 

申込み ：7月 12日までに所属隊隊長の許可を経て下記連絡先まで報告  

 

問合せ ：愛知ローバース会議副議長 荒川 航一 

     keleido_ruby@yahoo.co.jp 

  

 

毎年行われている吉川野営場清掃奉仕 

お世話になっている吉川野営場に恩返しするチャンスかも！！ 

前泊可能で懇親会も予定しています。 

参加するっきゃないですよ！！ 
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平成 24 年 6 月 28 日 

参加隊および SHQ,GHQ 奉仕参加者の 

ローバースカウトおよび同年代の成人指導者 

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  伊 藤 聖 也  

第１回ボーイスカウト東海三県連盟合同野営大会 

ローバーの集い実施要綱 

 

三指 

今回第 1 回ボーイスカウト東海三県連盟合同野営大会が行われるということで、三県から沢山の

ローバースカウト年代が奉仕をしにくると思います、その中で下記の通り、前回のキャンポリー同

様に今回ローバーの集いを行います！ 

 

 

コンセプト 日和田から発信！「ローバーの友情」 

 

目的    三県でのローバースカウトの交流を深め、この集いをきっかけにして今後の 

ローバース活動に影響を与えたい。 

 

実施日   平成 24 年 8 月 6 日  19：00～21：00 

 

場所    アリーナ及びステージ 

 

対象    参加隊および SHQ,GHQ 奉仕参加者のローバースカウトおよび同年代の成人指導者 

 

内容   ・自己ローバースの紹介 

      ・寄せ書き 

      ・記念撮影 など 

 

愛知ローバース会議（Aichi Rovers Conference) 

〒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 
TEL：052‐972‐6281  FAX：052‐972‐6283 http://www.scoutnet.or.jp/~arc/ 
ARC ホームページ http://www.scoutnet.or.jp/~arc/ 
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第 21 回愛知スカウトフォーラム 運営委員奉仕要項 

 
01.名称     第 21 回愛知スカウトフォーラム 
 
02.主催     日本ボーイスカウト愛知連盟 
 
03.運営     第 21 回愛知スカウトフォーラム運営委員会 
 
04.日程     平成 24 年 9 月 28 日(金)～平成 24 年 9 月 30 日(日) 
          前日奉仕含む 
 
05.場所    愛知連盟 新城・吉川野営場 
        愛知連盟新城市吉川深沢 37 番地 6 
 
06.奉仕内容  ベンチャーフォーラムの運営全般 
 
07.奉仕条件  愛知連盟に所属するローバースカウトおよび、同年代の指導者 
 
08.申し込み  所定の申込書に記入のうえ、隊長・団委員長の承認を得る。 
         地区を経由して 8 月 28 日までに愛知連盟事務局へ提出 
 
09.内容    各部に配属され、それぞれの役務を行う。 
        総務部        資料作成 記録 報告書作成 
        ファシリテーター部  フォーラムの運営 
        プログラム部     フォーラム以外のプログラム企画・運営 
        食事部        参加者の食事用意 
        生活部        参加者の生活に関すること全般 
 
10.準備    各部部長が定めた部会数回と、全体で集まる全体会二回を予定 
 
11.問い合わせ  運営委員長(仮) 愛知連盟名古屋第 23 団 RS 隊 
        荒川 航一 E-mail  kaleido_ruby@yaho.co.jp 
 
 
 
 



平成24 年度ARC 第2 回定例会 
資料 2-3 

2012.07.07 

 

第 21 回愛知スカウトフォーラム奉仕募集 
2012 年  月  日 

ふりがな  性別  年齢  

 
名前 

 
 
 

生年

月日 
 
     年  月  日 

 
所属団 

 
             第    団    隊   役務                   
 

 
 
住所 

 
〒(     -    )    携帯電話: 
 
 
      

E-mail (携帯) 
 
(P C)  

希望部署  

参加日程  全日程 ／ その他（                      ） 

上記スカウトの参加を承認します         
隊長    ______________________㊞ 

 
                       団委員長           ㊞ 
 
 
 
 

 
 

提出先                    
日本ボーイスカウト愛知連盟事務局 

〒461-0011 名古屋市東区白壁一丁目 50 番地 
       愛知白壁庁舎 4 階  

 FAX  052-972-6283 
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第二回マグナム杯 開催案内 
担当 マグナム杯運営委員長 荒川 航一 

 
大会名 

第二回マグナム杯 
目的 

前年度反響の多かったスポーツ大会を再び実施し、その中で ARC 定例会に参加

していただいたスカウト同士の親睦を図る。 
開催場所 
   大府市自然の森 
日時 
   2012 年 10 月 14 日 10 時～ 
主催 

マグナム杯運営委員会 
参加人数 

30 名程度 
持ち物 

運動着 屋内シューズ 飲み物 タオル マイカップ 各自必要と思うもの 
大会種目 
   ドッチビー・キックベース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二回マグナム杯製作委員会 荒川航一 
kakeido_ruby@yahoo.co.jp 
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日本連盟募集 

●国際活動サービスチーム (Service Team for International Activities) 
海外派遣や国際交流事業の充実、様々な国際行事の運営に役立つ人材育成と組織作りを目的に、 
平成１９年度より日本連盟国際委員会の下に設置された。 
申 込：所属県連盟を通じて指定の書式により申し込み（年間を通じて受け付けている） 
応募資格：海外派遣や国際交流事業に興味のあるローバースカウトおよび成人指導者 
奉仕内容：1.「外国スカウト案内」 
     2.「国際交流事業への協力」 
     3.「ウェルカム・ザ・ワールド」プロジェクトへの支援 
     4.「翻訳」 
 
ボーイスカウト日本連盟 HP〈 http://www.scout.or.jp/ 〉（2012-06-20） 
 

海外行事 

2012 年 7 月 The Centenary Celebration トルコ 
       Roverway 2012 フィンランド 
       Jamboree Denmark 2012 デンマーク 

8 月 11th Nippon Agoonoree 日本 滋賀 
90th Anniversary of Korea Scouting & 13th Korea National Jamboree 韓国 

             International Jamboree アメリカ 
    9 月 2012 Baden-Powell Scout Peak Climb ネパール 
       International Day of Peace 
    10 月 16th Jamboree on the Internet 
       55th Jamboree on the Air 
       11 月 7th Asia-Pacific Scout Youth Forum バングラデシュ 
             24th Asia-Pacific Scout Conference バングラデシュ 
2013 年 1 月 23rd Australia Jamboree オーストラリア 
        7 月 12th Canadian Scout Jamboree カナダ 
             30th APR Scout Jamboree / 16th Nippon Jamboree 日本 山口 
        8 月 14th World Scout Moot カナダ 
       11 月 19th Australia Rover Moot オーストラリア 
 
WOSM ホームページ〈 http://scout.org/ 〉「International Events List 2012-2019」（2012-06-20） 
 

 

 


