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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、加賀昌之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.12

カブスカウトに入隊したのは、名古
屋第1団から分封した名古屋第15団
で小学校3年生でした。（名古屋第15
団は2014年3月に解団、孫団の名古
屋第58団に編入）
やがて、大学ローバーに入部した
1971年は、第13回世界ジャンボリー
が富士山麓朝霧高原で開催され、奉

仕隊として参加したことは鮮明に覚えています。
3日目からの強風豪雨でテントは飛ばされ、広場は池と化
し、翌日は皇太子殿下、美智子妃殿下のご台臨があり、復旧に
参加者総出で汗を流したことは良き思い出です。　このジャン
ボリーから2年後には、愛知青少年公園（現モリコロパーク）で

開催された第1回日本アグーナリーも印象的な行事でした。
55年を超えるスカウト経験で環境は激変し、読図がスマホ
やカーナビで置き換えられることも可能でしょうが、社内でも
取引先等への道順を手書きできない現実を見ると読図の必要
性を感じさせられます。
また、インターネットで知識は豊富になり
ましたが、知恵になっていないように思われ
ますし、知識を知恵とする過程が、スカウ
ティングには織り込まれていると考えます。
最後に、スカウト活動参加者が増えるこ
とを願いつつ、日本ボーイスカウト愛知連
盟ならびに所属各団のご発展を願っており
ます。

三菱鉛筆中部販売株式会社　会長　加賀 昌之様

第３回愛知ベンチャースカウト大会 －平成２９年８月８日～８月１３日―

大会テーマ「～さらなる成長へ！挑戦へのステップ」を掲げ、8月8～10日は選択プログラム、11～13日は全体プログラムとして開催され、
全体プログラムでは、各エリア出の成果報告と審査発表および全体集会交換プログラムが展開されました。（各エリアの活動の様子は、
次ページを参照）

大型工作物の成果発表

韓国ソウルから参加のスカウトとの交流
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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

第３回愛知ベンチャースカウト大会 ～さらなる成長へ！ 挑戦へのステップ～

第30回韓国ソウル北部連盟キャンポリー派遣報告

第24回愛知スカウトフォーラムで発案された、ベン
チャースカウトが集まる野営大会を無事開催することがで
きました。準備委員会から企画委員会まで指導者の方々
と会議を重ね良い大会になるように努めてきました。いつ
もはステージの下から見ている大会宣言を私が行うなん
て思ってもみなかったので本当に驚きました。事前に行わ
れた会議から参加していたので、このような形で大会の運
営に少しでも関わることが出来てとても嬉しく感じていま
す。173人の代表に選ばれたということに誇りを持ち、今
後のスカウト活動も活発に頑張っていきたいです。最後に
今回このよう
な機会を与え
て下さり本当
にありがとう
ございました。

안녕하세요!!　～こんにちは～
人生初の海外旅行で胸をおどらせながらソウルに着きました。
今回のキャンポリーには、愛知からの１５名を含め計２０名が参加
しましたが、今までと違い、韓国の隊に入っての活動でした。活動
中はすべて英語か韓国語です。また、今回のキャンプで自分から
積極的に話をしてみることの大切さも学びました。あいさつ1つで
すばらしい出会いが待っていることを。
ホームステイでは、ホームステイ先のスカウトの子とお互いの
夢の話をしました。本当に楽しくて、もう1人姉妹が増えました。ま
た次会うときには、もっと英語、そして韓国語を話せるようになろう
と誓いました。本当に大好きなbest friendです！今回、国を超えて
たっくさんの友達ができ、とっても楽しい時間を過ごしました。こん
ないい経験をさせてくださったみなさん、감사합니다　ありがとう。

選択プログラムは8月8日～10日に、海・山・川・文化・吉川の５会場に分かれて開催され、希望のプログラムに挑戦しました。

選択プログラム

活動チーム数

スカウト数

担当地域

海

16

37

知多ブロック

山

9

19

尾張ブロック

川

33

77

尾張ブロック

文化

13

29

名古屋ブロック

吉川

5

11

三河ブロック

日に焼けた笑顔が頼もし
かった。戸惑いが自信に

変わった瞬間に立ち会えた。
海 移動キャンプでチームワー

クの大事さを知り、マス釣
りでは、格別の味わいも堪能。
山

筏作りやカヌー体験を通
して、スカウトの笑顔が最

高でした。
川

吉川 スカウトが運営した
開閉会式、交換

会。大型構築
物作成でスカウ
トの成長が垣間
見れました。

興味あることへの
探求を深める事で、

次ステップに期待したい。
文化

３ＡＶに参加して
三河葵地区　西尾第10団　荒川 杏菜

（平成２９年８月１日～８月７日　於：慶尚北道・高霊郡大伽耶）　

尾張南地区　あま第１団　ベンチャー隊　吉川 もえ
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隼スカウト章受章17名 おめでとう！！

全国防災キャラバン開催中！～「そなえよつねに」みんなでつくる準備のこころ～

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
牧野　祥多
古荘　達也
高島　瑠子
牧野　礼美
楯　正光
今井　稜子
松本　梨乃
菱沼　咲希
石井　颯真
泉　瑠馬
石川　翔喜
間瀬　銀士郎
寺田　都敦
水谷　匠吾
落合　祐介
岡野　耕大
佐藤　公思

名古屋第31団
名古屋第12団
名古屋第12団
名古屋第102団
名古屋第126団
名古屋第22団
名古屋第87団
名古屋第82団
名古屋第82団
名古屋第95団
名古屋第95団
名古屋第101団
名古屋第101団
津島第3団
小牧第1団
小牧第1団
小牧第2団

尾張東

尾張西

知多東

三河葵

小牧第2団
日進第2団
日進第2団
瀬戸第1団
一宮第4団
一宮第4団
一宮第4団
一宮第5団
一宮第10団
一宮第10団
一宮第10団
稲沢第9団
稲沢第9団
半田第3団
半田第3団
蒲郡第1団
西尾第11団

気駕　典子
花井　美月
北川　凜乃
奥島　知輝
加藤　瑞希
小関　耕輔
高木　啓多
滝藤　美月
水野　真吾
武藤　崚矢
安藤　元彦
山田　実央
野口　紗生
春日井　秀一郎
村瀬　紘基
小田　耕平
神谷　慧

地区名 団　　名 氏　　名
名古屋西部
名古屋北斗

尾張南

知多東

地区名 団　　名 氏　　名
恒川　大
石井　沙佳
門野　樹
伊藤　桃花
小笠原　直希
井上　智貴
藤原　太一
榊原　近衛
家田　航汰

名古屋第23団
名古屋第82団
津島第3団
大治第1団
大治第1団
津島第3団
津島第3団
半田第3団
半田第3団

知多東

碧海
三河葵

穂の国

半田第7団
半田第7団
刈谷第1団
西尾第10団
豊川第4団
豊川第4団
豊川第4団
豊川第4団

竹内　裕哉
山田　瑞生
伴　玲吾
荒川　杏菜
川嶋　玲雄
松本　佳己
大芝　渓太
中尾　裕一

菊スカウト章受章50名 おめでとう！！

（平成２９年７月１日～平成２９年９月３０日）

（平成２９年７月１日～平成２９年９月３０日）

各種国際会議に代表スカウトとして参加

See you around the world! ３つの海外派遣に参加し、一ヶ月間海
外で生活していました。まず、7月25日から8月2日まで第15回世界スカウ
トムートが行われました。日本からは17名の代表スカウトが参加し、世界の
89の国と地域から5000人以上の18から25歳のスカウトが集まりまし
た。アイスランドの大自然の中で海外の仲間と野外生活を行うことで、海

外の文化や多様性を
肌で感じることができ
ました。次に、8月6日か
ら10日までアゼルバイ
ジャンで第13回世界
スカウトユースフォーラ
ムが行われ、108の国

と地域から270名のスカウトが参加しました。日本からは4名の代表が参
加し、ボーイスカウトの今と未来について話し合い、スカウト運動に関わる
仲間と親睦を深め、スカウト運動の素晴らしさを再認識しました。その後、
14日から18日まで世界スカウト会議が行われ、151の国と地域から
1500名以上の代表が参
加しました。3年に一度行わ
れる世界スカウト会議はス
カウト運動における最高の
決定機関として機能してお
り、世界中のスカウトが目指
す“よりよき世界のあり方”を
共有する機会となりました。

昨年に引き続き、6月から12月まで、全国で防災キャラバンが
開催されています。イオン（株）、イオンモール（株）、ボーイスカウト
日本連盟が主催し、地域で活動を行うボーイスカウトが”防災”
に役立つスキルを地域の子どもたちに紹介しています。新聞紙

や牛乳パックで作る防災グッズ、発泡ブロックの倒壊体験、ロー
プワークの体験などが行われました。愛知連盟では、7月2日にイ
オンモール長久手、7月9日にイオンモール木曽川、9月2日にイ
オンモール岡崎にて実施しました。

ボーイスカウトは世界に４０００万人の仲間がいる国際的な運動です。各国の代表者が
集まる「世界スカウトムート」「世界スカウトユースフォーラム」「世界スカウト会議」に、
愛知のローバースカウトが日本代表の一員として参加しました。

ＡＲＣ議長　ＲＣＪ副議長　池田 章浩（名古屋第８７団ローバー隊）

「第１５回世界スカウトムート」

「第４１回世界スカウト会議」「第１３回世界スカウトユースフォーラム」

イオンモール長久手の様子 イオンモール木曽川の様子 イオンモール岡崎の様子

地区名 団　　名 氏　　名

三河葵

穂の国

豊田

西尾第11団
西尾第11団
西尾第11団
豊川第4団
豊川第4団
豊川第4団
豊川第4団
豊田第1団
豊田第5団
豊田第5団
豊田第15団
豊田第34団
豊田第34団
豊田第34団
みよし第2団
みよし第2団

杉山　慧
中嶋　空椰
足立　啓太
黒柳　侑菜
林　凛璃子
杉原　彩水
深津　詩帆
川口　由依
改森　駿志
鵜生　慎一
狩野　祐菜
髙橋　真季
髙橋　実季
伊藤　心大
石川　みのり
栗﨑　萌
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知多第1団と第3団
は、合同で岐阜県飛
騨金山の森キャンプ
場にて、ボーイ隊は8
月3̃6日、ビーバー・カ
ブ隊は4̃6日の日程で
夏季キャンプを行いま
した。ボーイ隊は川遊
びと魚釣り、カブ隊は
川遊びと石の収集、ビーバー隊は川遊びと魚のつかみ取り
と、川中心のプログラムとなりました。カブ隊は、竹ランタン作
りに挑戦し、図柄を自分で書きドリルで穴をあけました。

キャンプファイ
ヤーは、総勢53名
がいっしょになり、
各隊は練習の成
果をスタンツで発
揮し、楽しい思い
出として心に残っ
たと思います。

8月16日（水）～18日（金）の２泊
３日でローバー隊８名で夏期キャンプ
をしまなみ海道で行いました。
大学生の多いローバースカウトで

すので、安くするため青春１８切符を
使いました。長時間 の移動は大変
ですが、昔話で盛り上り、ゆっくり睡
眠をとって、有意義に過ごすことがで
きました。そしてなにより「しまなみ海
道」の雄大な景色は愛知県に住む
私たちには息を飲むような美しさで、その景色の中でサイクリン
グをし、島々の名物を食べ、綺麗な海で泳ぎ、夜は火をたき、楽
しい時間を過ごすことができました。　県外で大学生をしている
者、高校を卒業して社会人として活躍している者、地元は一緒
でも今は皆バラバラの生活を送っています。しかしボーイスカウ
ト半田第８団という環境のおかげで、今回、皆で集まることがで

き、楽しい時
間を共有する
ことができまし
た 。来 年 は
もっと人数を
集めて「北海
道キャンプ」
を、と密かに
計画中です。
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知多西南地区　武豊第２団　団委員長　鈴木 和久
発団40周年記念富士山トレッキング行いました！

知多北部地区　知多第１団　カブ隊長　今井 芳夫

2017年夏季長期キャンプ
知多西南地区　常滑第8団　ボーイ隊副長補　武田 周也

　8月16日から8月
19日まで三重県菰野町
にある鳥居道山キャン
プ場にて長期キャンプを
行いました。初日は生憎
の曇り空で、現地では雨
が降ることもあり残念な
スタートとなりました。不

安定な天気のキャンプとなり、スカウトたちはしっかり活動を行
えるか不安を感じました。
　しかし、そんな不安も忘れさせてくれるくらいスカウトたちは
元気な姿で活動を行っていました。今回の雨のキャンプの経
験を次回に活かし、活動を続けていってもらいたいです。

知多1団・3団合同夏季キャンプ

しまなみ海道サイクリングキャンプ
知多東地区　半田第８団　ローバー隊長　岩橋 巧

私たち武豊第２団は，多くの方々にご支援をいただき，発団40周
年を迎えることができました。その記念行事として7月29日～30日に
ビーバー隊からローバー隊による全隊合同キャンプを実施しました。メ
インイベントに富士山トレッキングを行いました。当日は残念ながら雨
が降り，富士山を充分に満喫することはできませんでしたが，悪天候

の中全員が励まし合いながら完歩で
きたことは，団結力と大きな自信につ
ながりました。これからも多くの苦難が
あると思いますが「地域に感謝し，地
域に愛される団」を目指し，さらなる発
展のためにがんばっていきます。

ニュース & トピックス

〈知多〉
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８月１９日（土）体験
で学ぶ森と緑づくり事
業を刈谷市わんさか
祭りの会場、刈谷市
総合運動公園で開催
しました。森で遊ぼうで
は高さ3ｍほどのモン
キーブリッジ怖さに打
ち勝って渡っていまし
た。森を見ようは人気が無かったですが、楽しいと木の葉プリント
をしていました。森で作ろうは輪切りになっている木に自分の思い
を描いてキーホルダーの完成に、参加者は歓声を上げていまし
た。森で働こうは顔を真っ赤にして、額の汗が目に入っても頑
張ってのこぎりを引いて引いて、みんなから声援をもらいながら切
り落としました。その顔はやったぜ！満面の笑顔でした。地球の環
境保全を考えていきましょう。

三河葵地区　組織・拡充委員長　喜多 順一
団運営勉強会をはじめて開催 あいち森と緑つくり環境活動を展開

碧海地区　組織・拡充委員長　神谷 能宏

７月８日（土）に三河
葵地区主催による
「第１回団運営勉強
会」を蒲郡市民会館
ではじめて開催し、各
団の団委員長や団委
員等総勢３３名が参
加しました。当日は、団

委員はどんなことをするのかについて地区の各委員会委員長が
役割・使命を説明した後、団委員会・団会議のあり方やどのよう
に開催するのか、スカウト募集のノウハウ等々について新米の
方、ベテランの方を交えグループで話合い、報告を行い、最後に
石原団委員長による自身の経験に基づいた団運営に関するプ
チ講演を行いました。
この勉強会を機会に今一度、育成会・団委員会がスカウト活
動の根っこであり、根っこがそれぞれの役割を果たして、水分・栄
養を吸収しないとスカウト運
動の木が育たないことを確
認し、生き生きした元気な木
をみんなで育てようと心新た
にすることが出来ました。
また、第２回を１１月に開
催する予定でいます。

穂の国地区　組織・拡充委員長　水藤 隆詳
奉仕活動で学び 実践するスカウト精神 日々の善行！

豊田地区　組織・拡充委員長　鈴木 利幸

５月２１日（日）「平成２９年度愛知県身体障害者スポーツ大
会」において、スカウト及び指導者７１名がボランティア奉仕に
参加し、開会式のプラカード掲示や選手誘導等の奉仕活動を
行ないました。
また、６月２４日（土）に豊田市保健所の依頼により、「新国連
薬物乱用根絶宣言」の支援事業の一環として街頭キャンペー
ン「ダメ。ゼッタイ。」普及運動奉仕に３４名のスカウトが参加しま
した。奉仕活動を通して、ボーイスカウトのスローガンである「日
日の善行」を学び、実践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～

６月４日、梅雨入り前の好天
に恵まれた日曜日、豊川市の赤
塚山公園で穂の国地区第４回
ビーバー・カブラリーを開催しまし
た。穂の国地区のスカウト、指導
者３７０名に当日参加の一般１０

０名が加わり約５００名での盛大なイベントとなりました。各団が
「ジャングルブック」の統一テーマのもとに趣向を凝らした１２の
ポイントをビーバー・カブスカウトはもとより一般参加の子どもた
ちも目を輝かせてクリアしていきます。指導者も元気な子どもに
圧倒され、疲れを忘れて頑張りました。このイベントに参加してく
れた一般の子どもたちや保護者が、ボーイスカウト活動の面白
さに少しでも触れて興味を持ってくれることを期待しています。
来年の第５回は、豊橋地域で開催予定、今回を上回る参加
者で楽しいラリーになるようこれから企画していきます。

ニュース & トピックス

〈三河〉
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6月18日すいとぴあ江
南の芝生広場で、げん
きっず2017を行いまし
た。幻の国へ迷い込んだ
君達は、いろいろな体験を
することで宝の地図を手
に入れることが出来る。力
を合わせて宝の地図を手
に入れお宝をゲットしてくれとの想定で一般参加者とボーイスカ
ウトがすいとぴあ江南で一緒に楽しく遊びました。スライダー体
験（斜めにロープを張り滑車を使い滑り降りる）は大人気で多く
の参加者でにぎわいました。

真夏の長良川に、スカウトたちの声と水しぶきがはじけます！！
稲沢第1団と第3団のカブ隊・ボーイ隊が合同で、7月29日、
30日にイカダを作り、そして川の流れに浮かべました。
カブスカウトたちも組集会でロープワークを練習して、ボーイ隊

と一緒にイカダを組んでいきます。
そしていざ出航！夏休みの冒険の1ページです。

尾張西地区　稲沢第1団　カブ隊長　野村 和正　稲沢第3団　カブ隊長　正岡 元棋
手作りイカダ清流を行く げんきっず２０１７

尾張東地区　江南第3団　団委員長　椎葉 浩志

尾張東地区　江南第3団　ベンチャー副長　日比野 良治
５０周年プレ夏季キャンプを行いました！
尾張東地区　春日井第４団　ローバー隊　栗原 和可奈

来年、春日井第4団は
発団50周年を迎えます。
そこで今年はプレ夏季
キャンプと題して、三重県
津市美杉町にあるスカイ
ランドおおぼらにて、8月
11日からの2泊3日、例年
とは異なるビーバー隊から
ベンチャー隊までが混成された縦割班でキャンプを行いまし
た。ローバー隊はというと縦割班には属さず、運営側としてプロ
グラムを担当しました。きもだめし、ハイキング、わらびもち作り、
チーフリング作り、ハンモック体験、キャンプファイヤーと内容は
盛り沢山。3日間、隊の壁を越えての活動だったのでスカウト、

リーダーみんなに
新たな出会いや
発見があったの
ではないかと思
います。また一段
と仲が深まった
春日井第4団は、
これからもどんど
ん成長をしていく
はずです！

ボーイスカウト×ユニクロ難民支援衣料回収プロジェクト

カブ隊が、5月14日(日)にヴィアモール江南店でボーイスカウ
ト×ユニクロ難民支援衣料回収プロジェクトに参加しました。短
い時間ではありましたが157点の衣類を各家庭で集めさせてい
ただき、協力させていただきました。

ニュース & トピックス

〈尾張〉



ニュース & トピックス

〈名古屋〉

工作に挑戦！
名古屋西部地区　名古屋第４１団　カブ隊副長　野村 幸代

名古屋北斗地区ボーイラリー開催
名古屋北斗地区　組織・拡充副委員長　杉藤 利明

どろんこ遊び
名古屋巽地区　豊明第１団　カブ隊しかスカウト　大橋 拓実

名古屋第39団 発団50周年記念式典
名古屋千種地区　名古屋第３９団　ボーイ隊長　小塚 達也

５月１４日に団
の田んぼでどろ
んこ遊びをしまし
た。点数が書か
れた紙を探す
「宝探し」や「ど
ろんこフラッグ」
「 玉 入れ」「リ
レー」などをしまし
た。その中でぼく
は「玉入れ」が楽
しかったです。玉
入れのかごを
持った人が逃げ
るので、追いかけ
て玉を入れるのがむずかしかったけど、おもしろかったです。
どろの中はグニュグニュしていて気持ち悪かったけど、最後に
はなれました。あと、隊長が「どろの中に板をひいて、その上を自
転車で走るぞー」と言ったので、その思いつきにぼくはびっくりし
ました。やってみたらすぐに転んでどろだらけになりました。
今度はつな引きとかドッヂボールもやってみたいなぁと思い

ました。
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６月１８日組集会。何を作ろうか？１
組「マストつきの船」、２組「家型の貯
金箱」に決定。バラバラだった意見
も、話し合いで最後にはみんなが納
得できるものに。その後、１組は団ハ
ウスにあった木材で船作り開始。た
だの細長い木も、斜め、斜めと切っ

ていくと船の形に変身。 
２組は、使えそうな材料がなかったため、ノコギリと釘打ちの練習。
初めてノコギリを使ううさぎスカウトは、しかスカウトに手伝ってもらい
ながら…。最後まで真っ直ぐに打つのが難しくて手間取っていたく
ぎ打ちが、いつの間にか謎のオブジェに変身し、みんなで大笑い！
工作の続きは７月２日の組集会。1組はビニールのマスト作り、2
組はノコギリで切
断と釘打ちで組み
立て。悪戦苦闘の
末、どうにか全員
が完成！
ニス塗などの仕
上げは８月の夏の
キャンプで。川遊
びで船を浮かべて
楽しみます！！

6月3日～4日、1泊2日で地区ボーイラリーを春日井少年自然の
家で開催しました。地区内12ヶ団のボーイスカウトが計測・結束・設
営・通信の技能を自隊の活動で腕を磨き各班で競い合いました。
4月に上進したスカウトは2ヶ月余りの訓練期間でしたが、班員

が少ない中で他の班に負けないよう一生懸命頑張っていました。
また、複数班を有しない隊にとって班同士の競い合いは自隊の
活動では出来ない為、今回のラリーはスカウトや指導者にとって
良い刺激になったと思います。
ボーイ隊の活性化にはスカウトの快活さと指導者の意欲が大
切です。   

名古屋第39団は、地元をはじめ多くの方々のご支援・ご協力
で今年無事発団50周年を迎える事ができました。７月23日には
メルパルクに於いて記念パーティーを、今までに所属頂いたスカ
ウトのご父兄や歴代団委員長及びその関係者、歴代のリー
ダー、現関係者、地区役員と多くの方に参加して頂き盛大に開
催できました。この50年で培ってきた実績と経験を後世に繋げ、
更なる発展に向けチャレンジすることを心新た
に確認しました。
団恒例の樫尾育成会長のイリュー

ジョンショーと記念品で、参加して頂い
た皆さんに感謝いたします。

団ハウス前でトントン

完成したよ！　団ハウス前



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！

ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会総会ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会総会

ボーイスカウト振興
愛知県議会議員懇談
会は、愛知県の青少
年健全育成のため、ス
カウト運動の振興拡大
を図ることを目的にし
て、７月６日、愛知県議

会議事堂1階サロンにおいて、その総会が開催されました。本会は、超
党派の議員５４名で構成され、本総会では、活動報告・決算報告や第
３回愛知ベンチャースカウト大会へ支援金の贈呈などがされました。
なお、役員は、次のとおりです。（敬称略）

●会　長：岩村 進次　　●副会長：中村 友美
　●幹事長：堀嵜 純一　　●監　事：奥村 悠二

富士特別野営2017富士特別野営2017

富士特別野営2017は山中野営場最後の大会として全国の隼・
富士スカウトを対象に8月12日～18日に開催された。6泊7日固定
キャンプを基本に、パイオニアリング、自作の筏による山中湖渡航を
含む一泊移動キャンプ。そして技能訓練で構成され、悪天候の厳し
い環境下でやり遂げたスカウトには著しい成長が見られた。
次回からは環境を変えて行われると思うが多くの愛知のスカウトに
も是非参加いただきたい。

愛知連盟　県連盟コミッショナー　氏家 邦政

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

お慶びお慶び

９月８日、愛知県庁講堂で実施された「平成２９年度ボランティア活
動功労者表彰式」において、氏家 邦政氏（愛知連盟理事・県連盟コ
ミッショナー）は、大村愛知県知事より知事表彰状を授与されました。

防災ボランティアコーディネーター養成講座防災ボランティアコーディネーター養成講座

今回で８回目となる
愛知連盟主催の「防
災ボランティアコーディ
ネーター」養成講座が、
新谷防災士（元ＬＴ）を
講師に迎え、7月9日に
８地区から２２名の参
加者を得て開催されま
した。
この講座は、災害時
に地域でいざという時に即応できる人材を養成することを目指し開
催しており、参加者は真剣に取り組まれました。


