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「緑の募金」 私たちも声高らかに応援します！

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、有馬浩二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.11

私は、もう50年以上も前のことに
なりますが、小学生の頃、カブスカウト
として、紺と黄色のイメージキャラの服
を恥ずかしそうに、また誇らしげに身に
まとい、色々なボーイスカウトの活動
に参加しました。
特に印象に残っているのは、野外

キャンプです。リーダーから厳しく、かつ、優しい指導を受けな
がらのテント張り訓練、ロープ訓練、手旗信号訓練など、自分
一人で出来た時の何とも言えない喜び、嬉しさを、今でも鮮
明に覚えています。また、飯盒炊飯、キャンプファイアー、物々
交換なども非常に楽しく印象的なイベントとして心に刻まれ
ています。
ボーイスカウトは仲間同士が助け合い、思いやりの精神を

培うことができる絶好の機会であり、同時に、自然の中での活
動を通じて自然を大切にする心も養われる事から、人間形成と
いう観点からも、非常に有意義な活動だと感じています。更
に、ボーイスカウトは海外の至るところで組織されており、私が
駐在した米国やイタリアでも積極的に活動する姿を目にしまし
た。グローバルな共通基盤をもつボーイスカウトは、国際感覚
を養う一助となるとともに、国際交流にも貢献できる草の根活
動だと思います。
この会報を読まれている若い皆さんが、ボーイスカウト活動
での様々な経験を通じ、自らの頭で考え抜き、新たなチャレンジ
に結び付ける、そんな活気に満ち溢れた人材となってくれるこ
とを心から願う次第です。
最後に、日本ボーイスカウト愛知連盟の益々の御発展をお
祈りしております。

株式会社デンソー　取締役社長　有馬 浩二様
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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

平成２８年度富士スカウト代表表敬

第38回図画・写真コンテスト作品募集

昨年度 図画部門・ベンチャー 最優秀賞
寺西 咲良（蟹江第1団）「月の輪リング授与」

皇太子殿下にお会いできたことは私の一生
の名誉です。ここまでボーイスカウトを続けてき
て良かったという達成感に包まれ、未来に向け
てまっすぐ進んでいこうと強く決意しました。ま
た共に東宮御所を訪れた仲間たちとの出会い
もかけがえのないものでした。同じ過程を歩ん
できた富士スカウトと言えど、将来の夢や考え

方は皆バラバラです。確立された意志を持って
いる彼らと話し合うことで刺激を受け、これから
の活動をさらに磨き上げる活力となりました。こ
の日の喜びを胸に、富士スカウトとして一層努
力し、お世話になった団や地区へ奉仕します。
東宮御所への代表表敬には、江南第1団 
納堂聖也さんも参加をしました。

３月２７日には、１８県
連盟４７人のスカウトが
文部科学省、首相官邸へ
表敬訪問をしました。愛

知連盟からは４名のスカウトが参加し、彼らに感想を寄せ
ていただきました。

私達4名は、３月２６日～２７日に首相官邸および文部科学
省の表敬訪問へ参加させていただきました。初日に基本動作
の確認やリハーサルを行い、２日目には表敬訪問を行いまし
た。表敬訪問には愛知そして日本の富士スカウトの代表として
参加し、私達は改めて富士スカウト章の重さを知ることができま

した。また今回参加した全国の富士スカウトの仲間と交流でき
た事で、新たな考え方やこれからやってみたい事を見つける事
もできました。この貴重な体験をこれからの活動に積極的に活
かしていきます。
稲沢第10団
　伊藤一貴
阿久比第1団
　西脇正悟
名古屋第121団
　早川令実
大治第1団
　伊藤健太

今回で38回目を迎える愛知連盟主催の「図画・写真コンテ
スト」の作品募集が始まりました。「ビーバー」「カブ」「ボーイ」「ベ
ンチャー」「ローバー」は「図画の部」「写真の部」。　
指導者及びスカウトの保護者対象の「成人」は「写真の部」

のみの募集とします。各部門のテーマは「スカウト活動を表現し
たもの」です。6月25日の団委員長研修協議会で配布された応
募要項を確認の上、ご応募ください。作品は平成29年8月31日
までに制作したものが対象。各地区の組織・拡充委員長への

提出となります。入賞作品は展示・表彰及び「スカウトあいち」
「愛知連盟ホームページ」等に掲載いたします。「成人・写真の
部」につきましては、愛知連盟で制作するポスターに使用させて
いただく場合がございますので、愛知連盟ポスターキャッチコ
ピー「Find Your Treasure」「出来た！やったよ！すごいね！　自
分づくりと仲間づくり」をイメージした写真をご応募ください。是
非、隊活動に作品制作を取り入れていただき、多数のご参加を
お待ちしています。

昨年度 写真部門・カブ 最優秀賞
柳井 翔陽（名古屋第42団）「行くぜ」

富士スカウト東宮訪問について　穂の国地区　豊川第４団ローバー隊　大芝 舞子

３月２１日、３０県連盟より４７人のスカウトが、東宮御所へ表敬
訪問し皇太子殿下がスカウトたちをご接見されました。
愛知連盟からは２名のスカウトが参加し、参加スカウトの大芝

さんに感想を寄せていただきました。
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隼スカウト章受章4名 おめでとう！！

「仲間増やしゲーム」をご一緒に

地区名 団　　名 氏　　名

名古屋西部

名古屋北斗

尾張南
尾張東
尾張西
知多西南
碧　海

地区名 団　　名 氏　　名
清家　龍鵬
楯　みやこ
今井　大晴
中村　瞬
高橋　和馬
鬼頭　拓馬
寺田　有紗
木下　実乃里
舩橋　諒伍
村瀬　令真
宮野　隼
矢ヶ部　直哉
鈴木　創偉
柴田　恭兵
水野　佐紀
野村　友甫

名古屋第111団
名古屋第126団
名古屋第124団
名古屋第124団
名古屋第124団
名古屋第124団
名古屋第101団
名古屋第101団
名古屋第101団
名古屋第101団
名古屋第101団
大治第1団
春日井第4団
一宮第4団
美浜第1団
安城第1団

穂の国

豊　田

豊橋第8団
豊橋第8団
豊橋第8団
豊田第5団
豊田第5団
豊田第9団
豊田第39団
みよし第1団
みよし第1団
みよし第2団
みよし第2団
みよし第2団
みよし第2団
みよし第2団
みよし第2団
みよし第2団

藤丸　廉
佐藤　伊織
大園　岳暉
土田　祐輝
角岡　幹太
横村　勇樹
山田　涼将
景山　紘汰郎
光岡　蔵人
鵜飼　華帆
中嶋　瞳
宮﨑　陽香
藤田　将也
須山　栞
林　真由
加納　里彩

地区名 団　　名 氏　　名
岡本　愛美北名古屋第2団

尾張東
玉井　友梨北名古屋第2団
佐藤　秀仁一宮第5団尾張西
鈴木　美奈東浦第1団知多北部

菊スカウト章受章32名 おめでとう！！

（平成２９年４月１日～6月30日）

日本連盟理事　社会連携・広報委員長　磯山 友幸

（平成２９年４月１日～6月30日）

平成２９年度年次総会・
団委員長研修協議会開催
平成２９年度愛知連盟年次総会が、各団の団委員長と愛
知県連役員の出席のもと６月２5日(日)に名古屋国際セン
ター別棟ホールで行われました。まず昨年度の総括が行われ
た後、今年度事業計画および具体的な行動計画について説
明が行われ確認されました。午後には団委員長研修協議会と

して「学校から見たボーイス
カウトに期待すること」と題し
て名古屋市教育委員会事
務局子ども応援委員会制度
担当部子ども応援室主任指
導主事の原和輝先生の講
話や、経済ジャーナリストで、

ボーイスカウト日本連
盟の理事、社会連
携・広報委員長の磯
山 友 幸 氏 による
「ボーイスカウトの魅力を発信しよう」と題した講演があり、研

鑽しあいました。夜には懇親
会が行われ来賓としてボーイ
スカウト振興国会議員連盟
から大見正衆議院議員等の
ご臨席をいただき、スカウト
運動の隆盛にむけて決意を
固め合いました。

今回ご講演いただいた磯山様から、愛知連盟あてのメッセージを頂戴しました。ぜひ、ご一読ください。

なお、今回新たに選任された役員は、以下のとおりです。

ボーイスカウトの存在は知っているが、何をやって
いる団体なのか分からない－－。日本連盟が行った
調査で明らかになった世間の目に映るボーイスカウト
は、「謎の団体」「怪しい集団」でした。一度制服を着
た人ならば、この運動が今の時代にこそ求められる、
魅力に満ちたものである事が分かっています。そんな
スカウティングの素晴らしさを世の中に広く伝えていく
努力を、私たちは怠ってきたのではないでしょうか。

2022年の100周年に向けて、加盟員の減少
に歯止めをかけ、反転させるために「広報戦略」を
策定しました。成功のカギは、加盟員10万人が一
致団結してボーイスカウトの魅力を発信することに
あります。国内でも有数の、スカウティングが活発な
地域である愛知の皆さんの「奮起」が、今こそ必要
なのです。さあ、皆さんもご一緒に。「仲間増やし
ゲーム」を楽しみましょう。

富士スカウト章受章１名 おめでとう！！
地区名 団　　名 氏　　名

中井　友子名古屋第47団名古屋巽

役　職　名

地区代表理事

学識経験者理事
監　　事

氏　　　名
郷司　朋明　（名古屋西部地区）
小坂　元信　（名古屋北斗地区）
池田　章浩　（ＡＲＣ議長）
安藤　芳朗

氏　　　名　
平野　嘉彦　（尾張東地区）
岡田　　一　（豊田地区）

竹山　　勉

新　任

重　任

（平成２９年４月１日～6月30日）



4月23日（日）、快晴の下、名城公園にて「勇気・元気・100％ビー
バー」をテーマに「北斗地区ビーバーまつり」が開催されました。
この日はスカウト・お友達他、総勢229名が集まり、会場いっぱい
に大きな輪を作りました。そして、忍者になったスカウトとお友達は仲
間たちと力を合わせ、勇気・元気を100％ふり絞って4つのポイントを
クリアして免許皆伝となり、全員忍者バッチをゲットしました。
みんな大満足、多くのお友達が今後もスカウト活動に参加したいと

感想を述べていました。

6 7 団 ベ ン
チャー 隊 は 、
ロープと現地で
調達した竹や木
で作る工作物
が得意です。5
月3日から青羅
公園キャンプ場
で開催された春
キャンプでは自生の竹で炊事台やテーブルを作成しボーイ隊
に披露しました。また、団ハウスで製作した大型構築物の投て
き機は、模型作り・試作・改良を重ね、2月19日、BP祭でビー
バー隊やカブ隊と水風船を飛ばして遊びました。
工作物がスカウト技能アップだけで終わらず、他隊との楽し

い交流プログラムを組むことで、ベンチャースカウトが後輩の
憧れ(目標)になっていると感じます。
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名古屋巽地区　名古屋第１２団　ボーイ隊長　中村 雄治
６０周年記念団キャンプ

名古屋北斗地区　名古屋第71団　副団委員長　杉原 光彦

40周年フェス「春の歌ゲー！」
名古屋千種地区 名古屋第91団  ローバー副長　亀谷 好美

3月18日（土）、明徳公園こども
キャンプ場で、40周年第4弾行事
を行いました。
ビーバー、カブ、ボーイの合同の
チームで、ゲームを楽しみ、おやつ
はクジ引きで運試し、当りを引いた
スカウトは大喜びでした。
夕食は「ロングロングのり巻き」。
のりの上にすし飯を広げ、きゅうり

玉子等の具をのせ、巻き簾代わりの新聞紙を両手に、91団
の全員で「せーの！」の掛け声と共に、巻き込みました。
隊を超えたスカウト同志の交流を指導者、保護者も共に喜

び、美味しく頂きました。因みに、この日ののり巻きは約10m。
次はギネスに挑戦？！

名古屋北斗地区ビーバーまつり開催

６７団ベンチャースカウトの工作物を見てください！
名古屋西部地区　名古屋第67団　ベンチャー隊長　西村 まなみ 

春の気配
漂う３月の連
休を利用し
て、我ら名古
屋 第１２団
は、「美浜少
年自然の家」
（知多郡美浜

町）を宿舎として「発団６０周年記念団キャンプ」を行いました。
ビーバー隊からローバー隊までの各隊スカウトを始め、各隊

リーダー・団委員からスカウトクラブ員まで一堂に会し、全体プ
ログラムを大いに堪能しました。
特に、強風のため中止が心配された「地引網」は、みんなの
願いが天に通じ、風が静まった２日目に実施することができまし
た。沖に仕掛けた地引網を地元の漁師さんの指導のもと、全
員で力をあわせて綱を引くと、石鯛を始め、たくさんの魚達が網
に掛かっていて、それを見つめるビーバースカウト達の笑顔が
印象的でした。
翌日には、「美浜少年自然の家」前の広場で上進式を行い、
節目を迎えたスカウト達の新しい門出をみんなで祝いました。
次は、発団７０周年目指して頑張ります。

ニュース & トピックス

〈名古屋〉
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５月７日犬山市野外活動センターにおいて「スカウト1日体験」
を開催しました。当日は小学校低学年のお子さんが13人遊びに
来てくれ、芋版作り、野外炊飯のピザの具を賭けたゲーム、歌や
踊りなどで大いに盛り上がりました。この「スカウト１日体験」のプ
ログラムを考え準備をし、当日進行を担当するのはローバー隊の
スカウト達です。遊びに来てくれたお子さん達に楽しんでもらえる
よう、試行錯誤する様子がみられました。当団のスカウト達にとっ
ても貴重な体験が出来た1日となりました。

尾張西地区　一宮第4団　ビーバー隊長　鵜飼 英道
立て干し網 犬山第５団「スカウト1日体験」の開催

尾張東地区　犬山第５団　組織・拡充委員　牧田 優子

今年の春キャンプの
メインイベントの立て干
し網。キャンプ2日目の5
月5日に伊良湖海水浴
場にて行いました。海に
網を張り、魚を捕るのは
初めてで、刺激的で楽
しい体験でした。
魚を取った後は、味

わった楽しさが吹き飛
ぶぐらいの大変な作業が待っていました。それも二度は出来な
い？したくない？非常に素晴らしい体験でした。

尾張南地区　弥富第1団　ビーバー副長　畔栁 葉子
炊事章＆野営章講習･考査会

尾張西地区　スカウト進歩委員長　冨田 佳代子

例年はそれぞれ単
独で実施していた炊
事章・野営章講習考
査会を、今年は新しい
試みとして5月3日から
5日の2泊3日で稲沢
市中学校セミナーハ
ウスにて開催しました。
地 区内のボーイ

隊、ベンチャー隊から総数12名のスカウトが参加し、炊事章・
野営章を修得するための知識・技能を体得しました。

弥富カブ隊！タスキで繋ぐ42.195㎞

弥富1団カブ隊は
4/16庄内緑地で行
われた愛知リレーマラ
ソンに参加しました。
フルマラソンの距離
42.195㎞を10人で
走るこの大会、カブス
カウト8名応援スカウト
2名で出場、3㎞走っ
て次の子に必ずタスキを渡すという目標を全員達成し、見事完
走しました！
リレーゾーンの競技場に仲間が戻ってくるたび、一生懸命皆
で応援するスカウト達の姿は素敵で、新年度の隊の団結を深め
る素晴らしい集会となりました。

ニュース & トピックス

〈尾張〉
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ボーイスカウトでは、一貫したプ
ログラムでより良い社会人を育て
ています。その中の一つとしてハ
イキングがあります。碧海地区の
高校生が4月2日に渥美半島横
断ハイキングに挑戦しました。石
神バス停からスタート。いきなり急
斜面でロープを握って登りまし
た。雨乞山に着くと、三河湾、キャ
ベツ畑と温室が眼下に見え、わぁ
綺麗！と感激の声を上げていまし
た。その時、トンビが前を飛行して、すごい！と自然を満喫。口なし
の岩ではウグイスの声にワイワイキャキャ、アップダウンを繰り返
し大山山頂に立つと、伊良湖、神島、鳥羽方面の眺めが良好
でした。太平洋の波を聞きながら、泥だらけになった靴を洗う楽し

そうなスカウトたち、バスを
汚しちゃいけないという気
持ちに私は感動しました。
野外で学び彼らはひとま
わり大きくなったようです。

3月24日～26日、岡崎市桑谷キャ
ンプ場で、地区「少年幹部訓練」を
開催しました。この行事は、1964
年(昭和39年)にまだ、三河地方
が一つの地区だった頃から開催
されている行事です。2泊3日の活動
は、改めて地区の班長年代が集まり、班をどう
したら盛り上げられるかを話し合いながら、野営生活を送り、野営
技能などのスカウトスキルの向上を目的に行いました。 参加した
一人 鈴木悠矢君(岡崎第11団） は、「班長としてまだまだ自分 
の技能や経験が足らず、もっ ともっと技能を身につけて、た くさ
んの経験を積んでしっかり、 班員に指導出来るようにしたい 」と
抱負を語ってくれました。 班長訓練は各隊の隊長が 行うもので、
この行事を通し、 隊指導者も3日間、「班長の 意識を盛り上げる
方法を考える」 と題し、班長会議や班長訓練 の運営方法を研
究する研修会 も同時に行い自隊の活性化を 一生懸命にみな
さんで話し合っ ていました。

三河葵地区　副コミッショナー（ボーイ担当）　下村 秀樹
地区 少年幹部訓練 開催 ハイキングで学ぶ

碧海地区　組織・拡充委員長　神谷 能宏

穂の国地区　組織・拡充委員長　水藤 隆詳
豊田地区「ボーイスカウトラリー」開催

豊田地区　組織・拡充委員長　鈴木 利幸

５月１４日（日）に豊田地区主催「ボーイスカウトラリー」が開
催され、ボーイスカウト及び指導者が約１７０名参加しました。
今回は市街地での開催で、計測（野帳）・観察（キムス）・通信
（手旗）・救護（応急処置、担架作り）・ロープ結び（班旗立て）
の各ポイントで、日頃の活動で身に付けた技能を競い合いまし
た。街中での開催でもあり、多くの方にボーイスカウトの姿や
活動風景を見ていただき、“ボーイスカウト”をアピールすること
ができました。

覚えようキャンプ術～ロープワーク～

４月３０日、豊橋
市少年自然の家に
てアウトドアプログ
ラム「覚えようキャ
ンプ術～ロープ
ワーク～」を開催し
ました。ゴールデン
ウィークの真っ只
中、素晴らしい青
空のもとでベンチャースカウトが先生役となり、参加した大勢の
親子にいろいろなロープ結びを教えます。それぞれのコーナーを
回りながらたくさんのロープ結びを覚えていきました。限られた時
間でしたが、楽しく真剣に取り組む子どもたちの姿が印象的で、
うまく結べたら大はしゃぎです。なかなかうまくいかない子に手助
けしてあげるなど助け合いやチームワークの大切さも同時に学

んでもらえたようです。
今回覚えたロープ

ワークはほんの一部で
すが、アウトドアだけで
なく日常生活の中でも
すぐに役立つものばか
り。これからも上手に活
用してほしいものです。

ニュース & トピックス

〈三河〉



ニュース & トピックス

〈知多〉

本格手作りバームクーヘン無事完成！
知多北部地区　東浦第1団　ビーバー隊長　竹内 正純

みどりのはねの募金をして
知多東地区　半田第８団　ビーバー隊　岩橋 直希

知多東地区ウィンターフェスティバル
知多東地区　副コミッショナー(ベンチャー担当)　斉藤 祐介

緑の募金
知多西南地区　組織・拡充委員長　片岡 和恵

知多西南地区内でも、5月に各所で緑の募金活動が行
われました。5月21日は武豊町中央公民館で開催された
「公民館まつり」の会場で武豊第2団のビーバースカウト、
カブスカウトが募金活動を行いました。制服を着た小学生
が、大きな声で一生懸命募金活動をする姿は、地域の方々
の目を引いていました。

5月7日（日）、おだい公園バーベキュー広場にて東浦1団、2
団合同でビーバースカウトの勧誘も兼ねた隊集会を実施しまし
た。スカウト、指導者、保護者含め総勢約50名が集まりました。
集会は、セレモニーで始まり、バームクーヘンクイズを無事全
問クリアー。その後、森に移動して、火おこしに使う小枝拾いを
行いました。バームクーヘンづくりは、スカウトの根気強さ、ベン

チャースカウトのお姉さんの
お手伝いにより無事できま
した。最後にできたバーム
クーヘンを竹からはずし、包
丁で切って、フルーツと一緒
に皿に並べて出来上がり。
できた時のスカウトの誇らし
げな笑顔が印象的でした。

3月18～20日の2泊3日で、岐阜県高山市日和田高原ロッ
ジキャンプ場において、知多東地区恒例のウィンターフェス
ティバルを開催しました。
当日はジュースも凍るような気温の中、ベンチャースカウト
17名、指導者8名が参加し雪中野営を行いながら、イグルー、
雪洞作りやスノーシュートレッキング、雪中料理など、はじめて
参加するスカウトから3回目のスカウトまで、各自で計画してき
たプログラムを実施しました。また、地区提供のスノーモービル
講習や雪中夜間
ゲーム、県連スカ
ウトフォーラム報
告、富士スカウト
の活動事例報告
等を行いながら地
区内スカウトの交
流を深めました。

7

5月1 4日に半田C
フェスタで、ぼ金活動を
しました。ぼくは、どんな
ことをするのかしりませ
んでした。みどりのはね
のぼ金は、木をうえるた
めにつかわれるとリー
ダーからきき、「すごい
なー」とおもいました。たくさんあつまるように心をこめてぼ金ば
こも作りました。さいしょは、少しきんちょうしたけど、カブたいの
おにいさんのまねをして「ぼ金、おねがいします。」と大きな声で

いったら、入れてくれる人
がいてうれしかったです。
千円さつを入れてくれる
人がいて、びっくりしまし
た。たくさんのぼ金があつ
まったので、サバクがなく
なるといいな、と思いまし
た。また、ぼ金をやっても
いいなと思いました。



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！

愛知ローバース会議総会 開催愛知ローバース会議総会 開催

平成29年5月20日、愛
知ローバース会議総会を
開催しました。本年度は
議長改選の年であり、名
古屋第87団の池田章浩
君が議長に選出されまし
た。午後から開催された
第1回定例会では、池田
新議長を中心に実りある
情報交換と議論が行わ

れました。池田カラーのARCが始動します。皆様の温かいご支援、ご
指導をお願いいたします。

　　　　　　　尾張東地区　長久手第1団　梶谷 光平

ローバース緑化プロジェクト派遣ローバース緑化プロジェクト派遣

4月7日から3日間、韓
国ソウル周辺で第11
回日韓緑化派遣が行わ
れ、愛知連盟から6名の
ローバースカウトが参加
しました。本派遣は、緑
の募金から補助をいた
だいて実施しています。
今回は、ツツジと百日紅
を韓国のスカウトと一緒に植えました。木と共に、日韓の友好も成長
し続ける派遣です。

日韓緑化派遣クルーリーダー　　　　　  　　
名古屋千種地区　名古屋第87団　池田 章浩

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

アフターフォーラムアフターフォーラム

5月14日（日）、愛知県青年会館
において、愛知スカウトフォーラム
のアフターフォーラムが行われまし
た。このアフターフォーラムは昨年
10月に「防災～減災」のテーマで
行われた愛知スカウトフォーラムで
採択された事項がその後、各団や
地区でどの様に実施展開されているかをフォローアップすると共に、昨
年12月に石川県金沢市で行われた全国スカウトフォーラムに愛知連
盟を代表して参加した名古屋第29団 荒川日向子さんからの報告も
ふまえて、各地区からの代表スカウトにより今後の活動展開への方向
性の確認を行いました。今後スカウト自身によるそれぞれの地域社会
での防災・減災に対する活動が期待されるところであります。

全国大会とＲＣＪ総会全国大会とＲＣＪ総会

5月27日、28日に鳥取県で
開催された日本連盟全国大会
に 、愛 知ローバース会 議
（ARC）から14名のスカウト
が、全国ローバースカウト会議
（RCJ）とスカウティングエキス
ポ出展のために参加しました。
スカウティングエキスポでは、
　ARCのブースに過年度の

記念品などを飾り、ARCをアピールしました。また、他県のローバー
スを知ることができた良い機会となりました。 

愛知ローバース会議運営委員団　　 　　　  
名古屋巽地区　名古屋第12団　佐野 佑樹


