
平成 24 年度 ARC 第 4 回定例会 

 

平成平成平成平成 24242424 年度第年度第年度第年度第 4444 回定例回定例回定例回定例会会会会    

2013 年 2 月 17 日(日)14:00〜16:00 

日本ボーイスカウト愛知連盟 新城吉川野営場 

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 

� 第2回マグナム杯     資料1-1 (荒川会長) 

� その他 

・ あいち防災＆ボランティアフォーラム・防災フェスタ奉仕 資料1-2 (小栗副議長) 

・ 第19回全国スカウトフォーラム実行委員奉仕  資料1-3 (羽根田副議長) 

・ 全国でのRSの動きに関して     (羽根田副議長) 

7 募集案内 

・ 各種海外派遣      資料2-1 (今泉運営委員) 

・ 平成25年度愛知ローバース会議運営委員募集  資料2-2 (伊藤議長) 

8 その他協議・報告事項 

・ 東日本大震災義捐金募金活動について   資料3-1 (荒川副議長) 

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25年度総会 第1回定例会案内  5月11日(土)開催予定です 

                  場所：愛知県青年会館 

� 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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マグナム杯報告 
マグナム会会長 荒川航一 

名称  

マグナム杯 

主催   

マグナム会とゆかいな仲間たち 

日時  

平成 24 年 10 月 13 日(土)10 時~12 時 

場所  

あいち健康の森 

参加人数 

 13 名 

内容  

フリスビードッヂ 

目的 

  普段ボーイスカウトの活動でやらないことを、あえてボーイスカウトで集まっておこ

うことにより、参加者同士の交流を図る。 

評価反省 

  フリスビーの反響が良かったため今度は定例会とは別の機会にアルティメットをやり

たい。 
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平成 24 年度 あいち防災＆ボランティアフォーラム・防災フェスタ奉仕報告  

知多東地区 半田第１団 小栗悠貴 

１． 目的 

ブース来場者に非常時の際、役に立つロープワークを教える。あいち防災＆ボランティア

フォーラム・防災フェスタに参加することで防災に対する知識を深める。また、ボーイスカウト

について知ってもらう。 

 

２． 日時・場所 

・平成 24 年 11 月 11 日（日）9:00~14:00 

・愛・地球博記念公園（モリコロパーク） 

 

３． 参加人数 

愛知連盟のローバースカウト 10 名 

 

４． 内容 

・ロープワーク（もやい結び）の指導。 

・防災&ボランティアフォーラムへの参加。 

・ポスターやパンフレットを使ったボーイスカウトの紹介。 

 

５． 評価反省  

・事前集会を実施する予定だったが、予定が合わず実施できなかった。 

→募集の段階である程度日時や場所を決めておく。 

・ブース運営は昨年度の反省を生かし、当番制にして問題なく行えた。 

→事前集会などで役割や当番を決めておくとなおよい。 
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第19回全国スカウトフォーラム奉仕報告 
 

01．日程 平成24年11月23日（金）～平成24年11月15日（日） 

   

02. 場所 福島県・国立磐梯青少年自然の家 

 

04.奉仕内容 日本連盟の全国スカウトフォーラム実行委員会へ参画し、フォーラムの運営を行

う。主に討議部分、フォーラムアドバイザーの統括担当。 

 

05．実行委員会 実行委員7名 

 フォーラムアドバイザー8名 

 奉仕スタッフ2名 

 現地支援委員会4名 

 

06. 評価・反省 ・毎度のことであるが、準備不足があった。 

 ・フォーラムオリエンテーションでは参加者から分かりやすかった。との意見を頂

いた。しかし、振り返ってみると説明できずに終わってしまった部分もある。 

 ・次回の全国フォーラムに向けて若手スタッフの育成が十分にできたか不安であ

る。 
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各種海外派遣 

 

平成２５年度アイルランド英語研修・キャンプスタッフ派遣平成２５年度アイルランド英語研修・キャンプスタッフ派遣平成２５年度アイルランド英語研修・キャンプスタッフ派遣平成２５年度アイルランド英語研修・キャンプスタッフ派遣    

日本連盟では、２０１５年に開催される第２３回世界スカウトジャンボリー大会に向け、本年度よりアイ日本連盟では、２０１５年に開催される第２３回世界スカウトジャンボリー大会に向け、本年度よりアイ日本連盟では、２０１５年に開催される第２３回世界スカウトジャンボリー大会に向け、本年度よりアイ日本連盟では、２０１５年に開催される第２３回世界スカウトジャンボリー大会に向け、本年度よりアイ

ルランドでのキャンプ生活を通し、スカウト用語活動による英語での指導力向上及び、大会での奉仕ルランドでのキャンプ生活を通し、スカウト用語活動による英語での指導力向上及び、大会での奉仕ルランドでのキャンプ生活を通し、スカウト用語活動による英語での指導力向上及び、大会での奉仕ルランドでのキャンプ生活を通し、スカウト用語活動による英語での指導力向上及び、大会での奉仕

を目指す日本スカウトの英語コミュニケーション力の向上を目標とした派遣を実施することとしました。を目指す日本スカウトの英語コミュニケーション力の向上を目標とした派遣を実施することとしました。を目指す日本スカウトの英語コミュニケーション力の向上を目標とした派遣を実施することとしました。を目指す日本スカウトの英語コミュニケーション力の向上を目標とした派遣を実施することとしました。    

参加者は、日本とアイルランドの文化相互理解を深める為、日本スカウト２人と、アイルランドスカウト参加者は、日本とアイルランドの文化相互理解を深める為、日本スカウト２人と、アイルランドスカウト参加者は、日本とアイルランドの文化相互理解を深める為、日本スカウト２人と、アイルランドスカウト参加者は、日本とアイルランドの文化相互理解を深める為、日本スカウト２人と、アイルランドスカウト

１人の３人一組となり共に活動を行い、日常のスカウト活動を通じて体得１人の３人一組となり共に活動を行い、日常のスカウト活動を通じて体得１人の３人一組となり共に活動を行い、日常のスカウト活動を通じて体得１人の３人一組となり共に活動を行い、日常のスカウト活動を通じて体得した知識・技能・精神を一層した知識・技能・精神を一層した知識・技能・精神を一層した知識・技能・精神を一層

高め、国際理解と友情を深めます。高め、国際理解と友情を深めます。高め、国際理解と友情を深めます。高め、国際理解と友情を深めます。                                                                                            

期 間：平成２５年８月１６日～９月１５日（予定）                 

場 所：アイルランド連盟５ヵ所の対象キャンプ場のいずれか 

対 称：ローバースカウト、指導者（年齢制限等あり） 

日本連盟推薦締切：平成２５年４月１０日（水） 

 

 

 

第１４回世界スカウトムート第１４回世界スカウトムート第１４回世界スカウトムート第１４回世界スカウトムート    

世界スカウトムートは１８歳から２６歳までのローバースカウト部門を対象とした世界スカウト機構が主世界スカウトムートは１８歳から２６歳までのローバースカウト部門を対象とした世界スカウト機構が主世界スカウトムートは１８歳から２６歳までのローバースカウト部門を対象とした世界スカウト機構が主世界スカウトムートは１８歳から２６歳までのローバースカウト部門を対象とした世界スカウト機構が主

催するスカウト行事であり、４年に一回開催催するスカウト行事であり、４年に一回開催催するスカウト行事であり、４年に一回開催催するスカウト行事であり、４年に一回開催されます。されます。されます。されます。    

今回で第１４回を迎える世界スカウトムートでは、大会会場の内外で行われるローバースカウト年代に今回で第１４回を迎える世界スカウトムートでは、大会会場の内外で行われるローバースカウト年代に今回で第１４回を迎える世界スカウトムートでは、大会会場の内外で行われるローバースカウト年代に今回で第１４回を迎える世界スカウトムートでは、大会会場の内外で行われるローバースカウト年代に

ふさわしいプログラムを体験し、日常のスカウト活動を通じて体得した知識・技能・精神を一層高めるとふさわしいプログラムを体験し、日常のスカウト活動を通じて体得した知識・技能・精神を一層高めるとふさわしいプログラムを体験し、日常のスカウト活動を通じて体得した知識・技能・精神を一層高めるとふさわしいプログラムを体験し、日常のスカウト活動を通じて体得した知識・技能・精神を一層高めると

共に、世界各国から参加する各国ローバースカウトとの交歓により、国際協力への意識・国際理解と共に、世界各国から参加する各国ローバースカウトとの交歓により、国際協力への意識・国際理解と共に、世界各国から参加する各国ローバースカウトとの交歓により、国際協力への意識・国際理解と共に、世界各国から参加する各国ローバースカウトとの交歓により、国際協力への意識・国際理解と

友情を深めます。友情を深めます。友情を深めます。友情を深めます。    

期 間：平成２５年８月７日（水）～８月２０日（火） １４日間（予定） 

    （大会期間は平成２５年８月８日（木）～８月１８日（日） １０日間） 

場 所：カナダ オタワ アワカメ・ミノ・キャンプ場（the Awacamenj Mino Camp） 

対 称：スカウト・・・ローバースカウト、指導者（年齢制限等あり） 

    IST：指導者 

日本連盟推薦締切：平成２５年２月１５日（金） 

 

 

 

 

 

http://www.scout.or.jp/ 
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平成平成平成平成 25252525 年度愛知ローバース会議運営委員募集年度愛知ローバース会議運営委員募集年度愛知ローバース会議運営委員募集年度愛知ローバース会議運営委員募集    

 

愛知ローバース会議では、愛知のローバースの更なる発展を目指し、ローバースにと

って必要、有益な情報の収集および発信を行うために、総会・定例会、運営委員会を

行っています。これらの運営を行うため、このたび現委員の任期が満了するため、以

下のとおり公募委員を募集します。 

 

 

議長公募 

「平成 25-26 年度 愛知ローバース会議 議長 募集要項」 

資格：日本ボーイスカウト愛知連盟所属の 18 歳~23 歳（当日） 

任期：平成 25 年 5 月 11 日―平成 27 年度 愛知ローバース会議総会まで 

役務：愛知ローバース会議の総会・定例会・運営委員会の運営。その他（県連

理事会への出席など） 

募集期間： 平成 25 年 2 月 17 日~平成 25 年 5 月 11 日 

応募方法：ARC 運営委員会(arc@scoutnet.or.jp)へアピールや公約を 1 枚(A4)に

まとめて提出する。 

選挙方法：平成 25 年度愛知ローバース会議総会において選挙を行う。 

 

 

副議長公募 

「平成 25 年度 愛知ローバース会議 副議長 募集要項」 

資格：日本ボーイスカウト愛知連盟所属の 18 歳~24 歳（当日） 

任期：平成 25 年 5 月 11 日―平成 26 年度 愛知ローバース会議総会まで 

役務：議長の補佐。議長が不在のときはこれを代行する。 

募集期間：平成 25 年 2 月 17 日~平成 25 年 5 月 11 日 

応募方法：ARC 運営委員会(arc@scoutnet.or.jp)へ応募する． 

選出方法：愛知ローバース憲章に従い選出を行う。 

 

 

運営委員公募 

「平成 25 年度 愛知ローバース会議 副議長 募集要項」 

資格：日本ボーイスカウト愛知連盟所属の 18 歳~24 歳（当日） 

任期：平成 26 年度 愛知ローバース会議総会まで 

役務：ARC 運営に係わる仕事(ホームページ運営、庶務など) 

募集期間：平成 25 年度 ARC 総会後、議長が別途募集する。 
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東日本大震災義援金募金東日本大震災義援金募金東日本大震災義援金募金東日本大震災義援金募金    提案提案提案提案    

尾張東地区春日井第２団  小林 佑 

 

一昨年の 3 月 11 日に発生した東日本大震災から、もうすぐ 2 年が経とうとしていま

す。愛知県内のローバースカウトや指導者の方々のご協力によって、一昨年の 3 月 12・

13 日、昨年の 3 月 11 日には、名古屋駅・金山駅で義援金募金活動を実施し、総計

4,879,201 円の義援金を愛知県知事を通して、被災県に送ることができました。 

 しかし、2 年が経ち人々の関心が薄れていく中でも、復興はなかなか進まず、被災地

では今も多くの方が苦しい生活を送っています。よって、継続して支援を行い、社会に

対する啓発活動として、今年も実施したいと考えていますが、いかがでしょうか？ 

 詳細については、以下のように考えております。 

 

目的：東日本大震災で被災された方への継続的な支援 

日時：3 月 10 日（日） 10：00～16：00 

場所：JR 名古屋駅  桜通口を出た交番の前付近 

内容：東日本大震災に対する義援金募金活動 

参加対象者：参加を希望するローバースカウト及び同年代の指導者 

申込：尾張東地区春日井第２団 小林佑 まで、ご連絡ください。 

   TEL：090-1108-1011   E-mail：yu-sky777a@hotmail.co.jp 

その他：遅刻早退も認めます。 

    募金箱は各自でご用意ください。 

    ご協力いただいた義援金は、全て被災県へ届くように手配します。 

    多くのお仲間をお誘いの上ご参加ください。 

 

 

 



管理責任者 伊藤聖也 

愛知ローバース会議定例会アンケート 

①①①① 普段あなたはどういった普段あなたはどういった普段あなたはどういった普段あなたはどういったスカウティングスカウティングスカウティングスカウティングをしていますかをしていますかをしていますかをしていますか？？？？    

該当するものに○をつけてください。（複数回答可）該当するものに○をつけてください。（複数回答可）該当するものに○をつけてください。（複数回答可）該当するものに○をつけてください。（複数回答可）    

1. 原隊での指導者として 

2. 原隊のスカウトとして 

3. 地区や県連単位の組織に所属して 

4. 大学ローバースに所属して 

5. 特に活動していない 

②②②② 今後ローバース活動としてどういった活動をしていきたいですか？今後ローバース活動としてどういった活動をしていきたいですか？今後ローバース活動としてどういった活動をしていきたいですか？今後ローバース活動としてどういった活動をしていきたいですか？    

 

 

 

 

 

 

 

③③③③ ＡＲＣや定例会についてご意見等ございましたらご自由にどうぞＡＲＣや定例会についてご意見等ございましたらご自由にどうぞＡＲＣや定例会についてご意見等ございましたらご自由にどうぞＡＲＣや定例会についてご意見等ございましたらご自由にどうぞ    

 

 

 

 

 

 

 

④④④④ いままでの，スカウティングいままでの，スカウティングいままでの，スカウティングいままでの，スカウティングで思い出深いものが御座いましたら教えてくだで思い出深いものが御座いましたら教えてくだで思い出深いものが御座いましたら教えてくだで思い出深いものが御座いましたら教えてくだ

さいさいさいさい    

 

 

 

 

 

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿e-mail＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿地区＿＿＿＿＿第＿＿＿＿＿団 
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