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平成２８年度富士スカウト9名が永井理事長らとともに、3月
22日（水）、名誉連盟長であります大村愛知県知事を表敬訪問し
ました。
富士スカウトを代表して豊川第４団大芝舞子さんがちかいの言
葉を述べ、知事からはねぎらいと励ましの言葉をいただきました。

スカウトにとっては大きな励みとなり、今後の活躍が期待され
ます。
なお、３月２１日（火）には２名が東宮御所へ、３月２７日（月）には

４名が首相官邸および文部科学省への代表表敬を行いました。
（※富士顕彰についてはP.2に記載）

富士スカウト進級 おめでとう！

愛知連盟は創立から６８年を迎え、多くのボーイスカウト経験者が社会の第一線でご活躍をされています。
今回のスカウトOBは、戸島 仁嗣さまをご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.10

　私は今、欧州の真向かい、北アフリ
カの王国はモロッコの首都ラバトに住
み、日本の政府機関、JICA(ジャイカ)
の事務所に勤務し、国際協力(ODA)
に携わっています(*)。具体的には、①
日本の専門家やボランティアの派遣
等による技術協力、②道路、上下水
道等のインフラ等に出融資する有償

資金協力、③小規模な施設・機材等を贈与する無償資金協力
を通じ、モロッコの社会・経済発展をお手伝いしています。(当地
ではスカウトを生憎見かけません。)
名古屋市瑞穂区で誕生後、高卒まで津島市に住んでいた
私は、スカウト人生を津島第１団のカブから開始。ボーイスカウト
時代は鼓隊にも参加しました。中学から高校にかけては部活も
有り、真面目なスカウトでは無かったですが、カブ時代から長野
県藪原高原で、更にボーイ時代からは日本連盟山中野営場

で、毎夏・冬に行ったキャンプは本当に思い出深いです。大学
時代は京都に居たため、普段はローバーやガール仲間と活動し
つつ、時々夏・冬休みに帰省し津島第１団のキャンプ手伝いを
していました。
スカウティングでは、チームワークや奉仕精神は勿論、野営
等により逞しさ・臨機応変さを自然と学んだ気がします。当時始
まったフィルモント派遣は資金の関係で断念しましたが、別の国
際交流活動で３か月間、帆船で太平洋を航海しました。こうした
青少年期の経験が今の仕事にも繋がっていると思います。
帰省機会が少なく、スカウト
活動から遠ざかっていますが、
機会があれば是非と思います。
(JICAにもスカウト関係者が
20名以上います。)
愛知連盟の益々のご発展を

モロッコより祈念しています。

JICA（国際協力機構）モロッコ事務所　所長　戸島 仁嗣様

＊ ご関心の向きは是非一度、「JICA パンフ」で検索し、「JICAの仕事」という資料をご覧下さい。

左端が戸島さんです
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ホットニュースホットニュースホットニューススカウトあいち

おめでとう！！富士スカウト顕彰！！

第37回図画写真コンテスト表彰式

3月12日に犬山国際観光センターフロイデホールにて、「平成28年度富士スカウト
顕彰」が行われました。富士スカウト章はスカウトの最高の栄誉であり一人一人の努力
の成果です。顕彰式後、受章者がこれまでの「歩み」を発表し、保護者や指導者らへの
感謝の言葉を述べました。受章スカウトの表情は自信に満ち溢れていました。
昨年度誕生した富士スカウトを代表して名古屋西部地区名古屋第121団早川
令実さんに抱負を語ってもらいました。

表彰式 セントラルパーク市民ギャラリー展示

受賞者のスカウトたち

　　 第３回愛知ベンチャースカウト大会開催

組織・拡充委員会　事業部会長　加藤 修

この度、皆様の支えもあり富士章を受章す
ることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。
私は部活動との両立が難しく、私自身あきらめ
ようと思ったことがありました。しかし、たくさん
の人のサポートがあり、ここまで頑張ることが
できました。これまでのボーイスカウト活動の中

で本当にたくさんの体験や経験をしてきて、楽
しいことも辛いこともありました。しかし、その経
験を得て今の私があります。これからは、私が
今までに教わってきた技術や知識をできる限
り後輩にも伝えていき、誰にからでも信頼され
るような人になりたいと思います。

集え愛知のベンチャー!! ８月８日～１３日の期間で開催され
るこの大会は、スカウトの発意により企画された大会であり、ス
カウトの自主プログラムを基本として、多くの仲間と共に、隼ス
カウトの取得を目指し、富士スカウトへの挑戦のステップを期
待します。
前半は選択プログラムで、海・山・川・文化・吉川野営場の五

つの活動エリアから隊やグループのニーズを集約し、仲間と企
画したプロジェクトを展開しよう。後半は新城吉川野営場に集

結し、交歓会・大型構築物の作成・野外料理・フィールドプログ
ラムに参加します。大会へのエントリーもホームページからで、４
月末までに申込みを行います。まずは大会ホームページで情報
を集め、仲間と共にこの夏を楽しむ一歩を踏み出そう！さらなる
成長へ！
http://3av.scout.aichi.jp/
エントリーすることからこの夏が始まる。
３AV実行委員長　河村 武人（愛知連盟行事・国際委員長）

　図画写真コンテストの表彰式が、1月15日（日）に名古屋市
栄の教育館で開催されました。冨田組織・拡充委員長から入賞
者に表彰状と記念品が手渡されました。今年度より写真部門に
指導者・保護者部門が新設されたこともあり、応募者数が476
名から708名と大幅に増えました。昨年は応募がなかったベン
チャー部門の絵画、ビーバー部門の写真部門に応募があった
ことも特徴です。また、入賞作品は、1月12日から16日までセント
ラルパーク市民ギャラリーに展示されました。
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H28年度各地区ラリー開催状況（*ラリーとは「集まり」とか「大会」の意味です）
本年度は　四県合同野営大会がありましたので各地区ボーイ隊のラリーは無かったようです、しかし　ビーバーやカブ部
門は趣向を凝らしたラリーを開催しタイトルからもスカウト達の笑顔を想像できます。

日本連盟ＨＰ

石川県連盟ＨＰ石川県連盟ホームページより抜粋

今大会より、創立１００
周年を目指し、スカウトた
ちに新たな意義を感じて
もらうために、日本ジャン
ボリーの名称を変更。開
催回数はそのままに「日
本スカウトジャンボリー」と

なりました。また、参加については、近年のような地区や県の
派遣隊だけではなく、自隊での参加も推奨しており、通常の
活動との連動が高まります。
今回の会場は、第１４回の会場だった「りふれっしゅ村鉢ヶ
崎」。海や里山に囲まれ、より冒険的なプログラムを実施します。

りふれっしゅ村鉢ヶ崎

概 要場 所開 催 日部 門地 区

川名公園

小幡緑地公園本園
名古屋市営地下鉄沿線
明徳公園（名東区）

平和公園
メタセコイヤ広場
愛知こどもの国
幸田文化公園

平芝公園

新城青年の家
周辺自然公園
高浜市鬼の道

富貴小学校体育館
常滑市　桧原公園
春日井落合公園
春日井落合公園

17年3月5日

5月22日
11月27日
10月30日

11月20日

10月30日
11月20日

10月30日

5月29日

10月30日
11月20日
10月16日
11月3日

17年3月19日

（日）

（日）
（日）
（日）

（日）

（日）
（日）

（日）

（日）

（日）
（日）
（日）
（祝）
（日）

ビーバー

ビーバー
カブ

ビーバー

カブ

ビーバー
カブ

ビーバー

ビーバー・
カブ合同
カブ
カブ

ビーバー

ビーバー

名古屋巽

名古屋北斗

名古屋千種

三河葵

豊田

穂の国

碧海
知多東
知多西南

尾張東

"ワイワイあつまれ！ビーバーうんどうかい
地引網魚とり　パン食い・障害物・借り物競争等"
ビーバーランドの不思議なぼうけん！５つの木の葉章をめざせ
なかまとさがせ！カブ福神「地下鉄沿線7箇所を廻る」
｢わいわいあつまれ」～みんな森の探検隊

仲間を増やそう！

ビーバー探検隊～桃太郎の宝を探せ～「４ブース巡り」
ポケモンGO!「５のポイントでポケモンをゲットする」
ぼくら なかよし ビーバー いっしょにぼうけん 
たからさがしのたび！

忍者「１１カ所のポイントラリー」

鬼みちでカブラリー
仲間と創造・大クリエーター大会「みんなでドミノたおし」
ごたいりくビーバーピック「５種目競技」
ちびっこ冒険レンジャー大集合
馬蹄投げやモンキーブリッジ等のポイントを体験

隼スカウト章受章22名 おめでとう！！
地区名 団　　名 氏　　名

荻須　大竜
浅井　大成
久野　奨真
山本　伊織
木下　実南
安田　奈未
佐藤　瑞起
辰巳　弘樹

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名

地区名 団　　名 氏　　名

名古屋巽

名古屋西部

名古屋千種

名古屋北斗

尾張南

尾張東

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名

福井　悠斗
江﨑　くるみ
引地　春佳
保田　七海
笹田　颯
杉山　海斗
田中　匠
内海　浩貴
高見　香穂
上田　明斗南
宮治　里帆
佐藤　克樹
梶原　颯斗
野木森  智至
伊藤　直
河村　航太郎
茂木　将馬
古藤　大雅
大塚　淳義
髙木　徹平

名古屋第8団
名古屋第67団
名古屋第83団
名古屋第83団
名古屋第101団
名古屋第82団
弥富第1団
あま第3団

尾張南

尾張東

あま第3団
瀬戸第6団
春日井第10団
小牧第1団
小牧第1団
小牧第2団
春日井第2団

尾張東
尾張西

知多東

知多北部

碧海

柴田　雅弥
田中　悠大
神戸　紀人
谷　　和馬
松田　朋也
山本　啓介
酒井　海翔

春日井第4団
稲沢第6団
半田第3団
半田第6団
大府第1団
刈谷第1団
刈谷第1団

名古屋第8団
名古屋第102団
名古屋第102団
名古屋第1団
名古屋第29団
名古屋第16団
名古屋第39団
名古屋第88団
名古屋第13団
名古屋第13団
あま第3団
弥富第1団
弥富第1団
江南第1団
小牧第1団
小牧第1団
小牧第1団
春日井第8団
小牧第2団
北名古屋第1団

尾張東

尾張西

知多東

知多西南

知多北部

北名古屋第1団
日進第1団
日進第1団
春日井第2団
春日井第2団
日進第2団
江南第3団
犬山第5団
瀬戸第1団
稲沢第6団
稲沢第6団
稲沢第6団
半田第5団
半田第8団
常滑第4団
東浦第1団
東浦第1団
東海第4団
東海第4団
東海第4団

岡田　莞大
石川　日和
阪野　真胤
青木　天道
高井　紗璃
武田　柾樹
芝田　奈緒
前田　裕介
渡邊　健
角谷　優太
住田　拓駿
山本　昂市
杉江　茉奈
沢田　將聖
古川　優花
鈴木　康揮
藤田　岳斗
梅原　大智
山田　一貴
白澤　響

碧海

三河葵

穂の国

豊田

刈谷第10団
刈谷第10団
安城第3団
安城第3団
岡崎第3団
岡崎第11団
岡崎第11団
岡崎第11団
岡崎第8団
西尾第10団
岡崎第8団
幸田第1団
田原第1団
田原第1団
豊橋第1団
豊田第2団
豊田第16団
豊田第16団
豊田第16団
豊田第16団

井上　千珠子
太田　隼也
牧　大矢
渥美　公基
恐神　わかば
小野田　陽菜
鈴木　悠矢
山本　優真
太田　隼介
神谷　泰地
荒川　奏良
高田　和希
村田　莉音
平野　日奈子
村瀬　悠
吉野　文太
岡田　真侑
野呂　脩晧
北村　大和
岸　史尚

尾張南 弥富第1団 野口　瑛斗
知多東 半田第7団 川俣明日香

地区名 団　　名 氏　　名
名古屋千種 名古屋第66団 磯原　良介

名古屋西部
名古屋第121団 早川　令実
名古屋第121団 土屋　奈央

名古屋巽

名古屋西部

名古屋北斗

尾張南

坂下　祥一
小川　優輝
後藤　友佑
開内　舞那
平手　慎丈
気駕　尚幸
佐藤　優真

菊スカウト章受章60名 おめでとう！！

富士スカウト章受章5名 おめでとう！！（平成２８年１２月１日～平成２９年3月31日）

（平成２８年11月１7日～平成２９年3月31日）

（平成２８年１１月１７日～平成２９年3月31日）

＊日本連盟ホームページ及び石川県連盟ホームページ内に17NSJ情報ページが開設されております



2月5日、半田1団が主体
となり半田市職員駐車場
にて小学生低学年向けの
防災イベントを開催しまし
た。雨天にもかかわらず総
勢 2 0 0 名という多数の
方々に参加して頂きました。
半田市役所防災交通課、
消防署、消防団・女性消防団の協力を得て、なまず号で地震
体験、水消火器で的当てゲーム、濃煙体験、放水体験といっ

た様々な体験をすることが
出来ました。
また、炊き出し訓練では
実際の災害時を想定、廃
材となった合板や雨戸板
などを火床にして使いトン
汁を作りました。その他、ア
ルファ化米の作り方を実演
しすべての来場者に防災
食の味を体感してもらうこ
とが出来ました。小さな子
供でも体験を通じて楽しく
防災について学ぶことが
出来ました。
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知多北部地区　知多第３団　カブ隊デンリーダー　斎藤 芳樹
知多市スカウトスキー訓練

知多北部地区　大府第１団　副団委員長　榊原 肇

知多西南地区　ボーイラリー
知多西南地区　常滑第６団　ボーイ隊長　福島 宏一

　平成２８年１２月１７日から１８日にかけて、地区ボーイラリー
として美浜町民の森でキャンプを実施いたしました。所属する
地区の街中を自らの足で歩き、もっと知って、楽しんでもらいた
いとの思いから美浜のカッパ伝説をテーマにしたハイキングも
行いました。スカウトは各ポイントで、スカウティングやカッパに
ちなんだゲームで盛り上がりました。この機会に、地区の仲間

が活動している他の地域にも目
を向け、視野や活動の幅を拡げ
てくれることを期待しています。

おもしろ餅つき大会　開催

大府第１団は、1月29
日に熱田神社で餅つき大
会を実施しました。昔なが
らに「せいろ」にお釜、「う
す」に「きね」学区内の熱
田神社境内をお借りして、
団を挙げて体験会を開
催。お父さんはテントを建
て、窯に薪をくべ、お母さんは餅の小分けにフル回転。ただ食
べるではスカウトに非ず。班に分かれてミッションに挑戦。その
成果をつきあげた餅で表現、発表。当日２０名余のお友達も参
加して、活動の一端に触れて貰いました。育成会長、副会長も
餅つき、発表の評価と大忙し。暖かな半日はあっという間に過

ぎました。次の体
験に繋げるべく、
リーダーのミッ
ションのスタート
です。

知多東地区
知多東地区　半田第１団　ビーバー隊長　榊原 宏典

私たちボーイスカウト知多1団、3団のスカウト達と各リー
ダーは1月27日(金)～29日(日)まで木島平スキー場まで1.5
泊のスキー訓練に行ってきました。私
は、20年前のスカウト時代と良い意
味で変わらない秩序ある生活とリー
ダー、保護者としての責任を感じ取れ
る活動だったと思います。金曜の夜
出発、3時着～睡眠～スキー訓練と
より良い体調で訓練にはいれました。
天候に恵まれ二日間とも晴れ、気温も暑すぎず寒すぎず積雪
も十分の絶好のスキー日和となりました。幸運な事に大きなケ
ガ人も出さず、無事スカウト活動を終わらせることが出来まし
た。スキー訓練以外でもホテルでの親元から離れたスカウト同

志での交流が
あるから、より
スカウトは成
長するものだ
と改めて思い
ました。

ニュース & トピックス

〈知多〉
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２月１９日（日）に豊田
地区主催「指導者のた
めのＢ-Ｐ祭」が豊田市青
少年センターで開催さ
れ、各団の隊指導者・団
委員・育成会員、総勢９
４名が一堂に会しました。
その中で先達の宇野眞

之様をお迎えし講演会が開催され、「豊田地区５０周年の歩みか
ら、よき指導者への思い」と題し、スカウト運動＆指導者に対する
熱き想いを語られました。また、センター来場者にスカウト活動を
アピールする狙いで、センターのロビーにて、県連主催の図画・
写真コンテストの豊田地区の応募作品の展示を行いました。

三河葵地区　組織・拡充委員長　後藤 龍夫
Skiing in everywhere 指導者のためのＢ-Ｐ祭開催

豊田地区　組織・拡充委員長　鈴木 利幸

穂の国地区　豊川第4団　団委員　田中 雅彦
ポケスカＧＯ！

碧海地区　組織・拡充委員長　神谷 能宏

2月5日碧海地区Ｂ-Ｐ祭が刈谷市内
で開催されました。スタートと同時に冷
たい雨が降ってきましたが、１０個のポ
ケットスカウトポイントに挑戦しました。
旗竿立てではロープ結びを実践、ペグ
や張綱の角度は力学だよと聞かされ、

輪投げではトランプタワーなど世界のタワーに輪を投げいれ　
リーダーからあれがアメリカ大統領タワーだよと国際状況を学
んでいました。紫色に塗ったピンポン玉をブドウに見立てて進
撃の巨峰や手裏剣でポケモンゲットゲームに精神を集中させ
る姿は目が鋭くなっていました。また、炭火で焼いたマシュマロ
をクラッカーで挟んだサモアに歓声が上がって寒さも吹っ飛
び、楽しかったいう声に関係者一同笑顔に満ちていました。

おもちつきをしよう！

岡崎第5団　峰の原スキー場
カブ隊　岩月　和花
『2回目で検定4級　転ばず楽しかった』

岡崎第8団　ひるがの高原スキー場
カブ隊  安井 彩乃

『ウワァー！天気も景色もサイコォー！！』

西尾第5団　飛騨流葉スキー場
カブ隊　打保祐奈　澤村彩葉 
『雲ひとつない青空の下、雪質も滑りも最高！』

岡崎第1団　治部坂スキー場
ビーバー隊　原田ちひろ

『雪のキャンバスにワンちゃん描けたよ！』

西尾第1団　飛騨ほうのき平スキー場
ボーイ隊　山口　順菜
『技術だけでなく、時間の大切さも学べた』

岡崎第１１団・第１２団合同　エコーバレースキー場
岡崎第１１団　カブ隊　北村　碧菜
『リフトで上がって、そこから見た景色がすごーくきれいだった！』

西尾第6団　治部坂スキー場
ボーイ隊　高山　翼

『２回目の団スキー参加！ 皆で楽しめ最高でした』

12月18日豊川市国府市民館にて毎年恒例となったもちつ
きイベントを開催しました。この日は一般参加として8名のビー
バー・カブ年代の体験者が集まりました。おもちつきの前にはコ
マ回しやけん玉、カルタ取りなどの昔遊びをしてスカウトと体験
参加の子達が一緒に遊びまし
た。おもちつきではみんなで掛
け声をかけながら小さな身体で
精一杯つく姿がほほえましかっ
たです。これからも地域の方々
とふれあえる活動をこころがけ
ていきたいと思います。

ニュース & トピックス

〈三河〉
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ニュース & トピックス

〈尾張〉

津島第3団では、スカウトに季節を感じ、楽しむ指導を心がけ
ています。冬も寒さに負けず、クリスマス会・募金活動・餅つきな
ど元気にスカウティング！中でも、山中野営場閉鎖により最後と
なる恒例の耐寒野営は、みなの思い出に強く残る活動となりま
した。雨の中でのパイオニアリング、辛さ乗り越え達成感の笑顔
は最高です！

チャレンジ章の中でも難関項目の１つ「工作博士」の“４.設計
図を書いて、自分が乗れる乗り物を作る”を実現させる隊集会を
実施しました。
スカウトたちは組集会で書いた設計図をもとに、道具を駆使し
組み立て、完成したキックボードで汗だくになるほど走らせました。
組対抗レースも実施して有意義な隊集会でした。

尾張東地区　江南第３団　カブ隊長　日比野 良治
キックボードづくりでチャレンジ章「工作博士」ゲット！ スカウトの心に残る山中

尾張南地区 津島第3団　組織・拡充委員　藤松 紫女

尾張西地区　一宮第４団　ボーイ隊　フクロウ班　柴田 恭兵
雪中キャンプ
尾張東地区　春日井第４団　ローバー隊／ベンチャー隊　副長　伊藤 克敏

設営時も撤営時も吹雪く中、たくさんの雪と戯れました。今
年もお決まりの夜間ハイクがあり、だれもいないゲレンデをリフ
ト降り場の頂上までハイクアップし、ソリで滑ってきました。これ
ぞ雪中キャンプの醍醐味！ 少ない人数でがんばった楽しい仲
間たちです。

みんなでワイワイ楽しいスキー訓練

2月18日、19日で、岐阜県
郡上市の母袋スキー場でス
キー訓練を行ないました。今年
は雪に恵まれてスキーにソリ
にと楽しみました。夕食の後
は、ボーイ隊、カブ隊、ビーバー
隊の混成チームを作り、いろ
いろなゲームを楽しみました。
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竹伐採奉仕
名古屋西部地区　名古屋第１００団　ビーバー隊長　伊藤 眞己子

ウェルカム隊集会
名古屋巽地区　名古屋第１２団　ボーイ隊長　中村 雄治

毎年、竹林保護のために竹伐採
奉仕に参加しています。今年度は
11月3日に参加しました。
指定された竹を数本、スカウトたち
で切り倒します。７ｍから１０ｍの竹
が倒れるときは、スカウトの達成した
歓声が上がります。
ビーバーから行う彼らは慣れた手
つきでのこぎりを使いますが、倒すと
きだけは共同作業になります。

11月20日の日曜日、我ら名古屋第１２団は、募集説明会
（ウェルカム）を開催しました。見学者とその保護者にボーイス
カウト活動を実際に体験してもらうことを目的に、各隊において
募集隊集会を行いました。
ボーイ隊では、日頃のロープワークの技術を披露すべく「信
号塔」を制作し、たくさんの見学者・保護者の方に見ていただ
きました。三本の丸太を「８の字しばり」にして三脚を作り、その
後、竹材を使って、下から上へ順に組み立てて行き、最後に自
分達の班旗を立てて完成しました。

初めはぎこちなかっ
たスカウト達も、最上
部の手すりができる
頃にはすっかり慣れ、
しっかりとしたロープ
ワークができました。
次回は、もっと大き
な「信号塔」にチャレ
ンジする予定で、いま
から楽しみです。

三社めぐりハイク
名古屋千種地区　名古屋３５団　カブ隊長　加藤 義弘

新年団集会　巨大絵馬作成と初詣
名古屋北斗地区 名古屋第８２団　副団委員長　石塚 大祐

1月8日（日）新年団集会を小幡
緑地公園及び守山スポーツセン
ターで開催しました。
総勢70名余りで尾張四観音
の一つである龍泉寺観音に初詣
に出かけた後、それぞれの願いを

短冊に記入し、巨大絵馬を作成しました。
その後、各隊が考えた「お正月遊び」を全員で行い、集会の
最後は毎年恒例のお年玉（指導者、保護者の方が工夫を凝
らしたもの）が参加者全員に贈られ、スカウトの今年の活躍を
願い、本年最初の集会を終えました。
また、この集会で２名の仮入隊者を迎え入れることが出来
ました。

ニュース & トピックス

〈名古屋〉

名古屋３５団カブ隊・ビーバー隊のスカ
ウトが、デンコーチ引率の元、城山神社・
山田天満宮・高牟神社を周る「三社めぐ
りハイク」を実施しました。
新年の集会で作成した「絵馬」も奉納

させて頂き、今年の健康と安全をお願いし
ました。
又、中学受験・高校受験・大学受験の
為休んでいるスカウトたちの「志望校合格」の祈願を、団委員
長はじめ各隊長、団委員、保護者の方でさせて頂きました。
「さくら咲く」の報告と、スカウト活動再開を皆で楽しみに
待っています。



8 古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。

私たちは、ボーイスカウト運動を応援しています！

愛知連盟チャリティーボウリング大会　開催愛知連盟チャリティーボウリング大会　開催

平成28年度愛知連盟チャリティーボウリング大会を1月14日、名古
屋グランドボウルにて開催しました。当日は朝から雪の降り続く天気と
なってしまいましたが、62名の参加を頂き、楽しく、元気にプレ－しまし
た。また今年の始球式では神谷副理事長がストライクを出し、これで始
球式4年連続ストライクとなりました。今後共みなさんの御協力よろしく
お願いします。

総務委員会　副委員長　勝田 好博

BＳ学生と企業とのリクルート懇談会開催BＳ学生と企業とのリクルート懇談会開催

本年も特別維持会員企業様１７社のご支援のもと、２月７日（火）
に名古屋国際センター別棟ホールで開催することが出来ました。
（株）リクルートキャリアの永峯大輔様による「スカウト活動の経験を
如何にエントリーシートに落とし込むか！」の講演と企業採用担当者
から熱心な指導を受け、その後、各ブースへの参加・懇談。41名の
参加者の熱い心意気に触れ、昨年に引き続きこの中から内定を頂
けるものと信じて会を閉めました。

愛知連盟ローバーの集い 開催愛知連盟ローバーの集い 開催

３月１８日から２０日にかけて、新城吉川野営場にて平成２８年度
愛知連盟ローバーの集いを開催致しました。愛知県内のローバース
カウトだけには留まらず、他県連盟からの参加もあり、総勢19名の
参加者で和気あいあいと楽しく交流等をしました。今回は意見交換
会や奥三河満喫プログラム、ローバー祭りといったプログラムを展
開し、新しい発見や友情を深めていくことが出来ました。

総務委員会　副委員長　榊原 肇
平成２８年度愛知連盟ローバーの集い実行委員長  松井 雅裕

東邦ガス株式会社

株式会社大丸松坂屋百貨店

株式会社センゾー

名古屋鉄道株式会社

株式会社渡辺機械製作所

明治電機工業株式会社

株式会社高津製作所

株式会社アステックプラザ

（敬称略） 特別維持会員の方々です。

興和株式会社

新東工業株式会社

株式会社みずほ銀行

福玉精穀倉庫株式会社

株式会社チタ製作所

ＣＫＤ株式会社

株式会社大林組

名古屋東部陸運株式会社

岡谷鋼機株式会社 熱 田 神 宮 祖父江 善光寺

根木クリニック

株式会社イズミック

ナゴヤシッピング株式会社


