
中学から高校迄、私の青春はボー
イ、シニアースカウトでした。
常滑第一団を作ったのは私の友人
で、私も創立メンバーに加わって、毎
週日曜は集会、春休み夏休みはキャ
ンプ、というボーイ、シニアースカウ
ト中心の生活。
マッチ一本とナイフ一丁だけもって

の飯盒炊爨、かなり離れた山と山との間での手旗交信、手作
り筏での川下り(危ない、危ない)、鍋釜、寝袋、テント背負っ
ての一週間の自転車ハイク(自転車漕ぎながら寝てしまい転
倒して怪我、今なら大変) 、朝起きたらテントが濁流に流され
ていたことも。考えたら色々事件も起こしましたが、創意工夫

チャレンジの結果 、多くの事を学びました。
無茶でも、無鉄砲でも、やってみなければわからない、
じっと考えていても仕方ない、とにかく行動して体験して身
に付けていく。なんでもやってみようと考えた上での、マニュ
アルをちょっと無視のチャレンジ精
神は、その頃に培われたものだと思
います。
時代も変わり、手旗もモールスも
要らない時代になりましたが、現役
のボーイスカウトの皆さん、チャレン
ジして体験して、身をもって学んで
いって下さい。自分の目、手で覚えて
いってください。

2018.04.20No. 232 発行部数 13,570 部
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愛知連盟は創立から６９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、渡辺哲様をご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.12

俳優　　渡辺 哲様

富士スカウト 県知事表敬訪問！
平成29年度富士スカウト11名が、永井代表理事らと共に3月30日（金）、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、名古屋第91団の原瑛さんが、誓いの言葉を述べ、知事からは労いと励ましの言葉を頂戴しました。スカウトに
とっては、大きな励みと成り、今後の活躍が期待されます。
なお、4月5日（木）には3名が東宮御所へ、3月27日（火）には5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。

（※富士スカウト顕彰についてはP2に記載）
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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3８回図画写真コンテスト表彰式

僕は高校生になってから春日井第2団に入団し、ボーイス
カウト活動を始めました。技能も経験も足りなかった僕は、隼
章、富士章の課目を取り組む中で多くの人に支えられながら
学んできました。富士章の受章は一つの到達点ではあります
が、ゴールではありません。僕
はまだまだ未熟で、足りない
もの、これから学ぶべきもの
は山ほどあります。これから
自分自身も成長していく中
で、今度は僕が周りの人を
支え、後輩たちに学んできた
ものを分け与えることのでき
る富士スカウトになることを
目指します。

図画写真コンテストの表彰式が、1月1４日（日）中区栄の名
古屋市教育館で開催され、 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。応募総数７２４点の中か
ら、厳しい審査を経て４５点の作品が入賞。入賞作品を対象に、
愛知連盟のホームページで行われたWEB賞の投票には2,173
票もの投票があり、図画部門、写真部門で1位になった作品に
はWEB賞も授与されました。
入賞作品は、1月1１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、多くの人にご観覧いただきました。

春日井第２団　佐藤 優真
私はビーバーの頃から活動しており、きつくて辞めたいと思っ

たことも何度かありましたが、今では多くの経験を積ませてもらっ
て楽しく活動しています。ベンチャースカウトになり、隼章を取得
できただけで満足していたのですが、親友かつライバルの女子
スカウトも隼章を取得し、負け
たくない思いから富士章に挑
戦しました。スカウト活動のほ
か、生徒会・部活・検定試験な
ど多忙な中、多くの方に協力
していただいて無事富士スカ
ウトになることができ、私自身
かなり成長したと思います。　
これからもいろんなことに果敢
に挑戦していきたいです。

3月18日に岡崎市の岡崎市民会館にて、「平成２９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各自の努力の成果です。第一部「富
士スカウト顕彰セレモニー」に続き第二部で祝賀会が開催
されました。昨年度誕生した富士スカウトを代表して以下
の２名の方に、抱負を語ってもらいました。

名古屋第４７団　中井 友子
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隼スカウト章受章２９名おめでとう!! （平成２９年１０月１日～平成３０年３月３１日）

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
太田　匠
丹羽　柚月
赤波江　大樹
浜田　杏莉音
早川　宙希
梅村　凜太郎
中島　悠貴
市原　陽
佐藤　健
稲垣　敬大
山口　畝良
福迫　丈
横井　竜馬
関村　友希
土方　桃花
川村　陽誠
津嶋　しおり
坪井　那菜子
橋詰　昌季
西川　剛
浅井　美由紀
西野　ハルカ
北川　柾哉
日比野　孝輔
酒井　笙一郎
榎村　厚輝
梶原　快斗
中村　文咲
岩瀬　朋郎
吉川　真由
恩田　遼裕
藤原　光梨
市川　翔也
小境　健史
伊藤　陽

名古屋第8団
名古屋第31団

名古屋第47団

名古屋第51団

名古屋第23団

名古屋第121団

名古屋第41団

名古屋第35団

名古屋第75団

名古屋第39団

名古屋第87団

名古屋第30団

名古屋第101団

弥富第1団

大口第1団
小牧第2団

春日井第2団

春日井第4団

尾張東

知多東

知多北部

碧海

大友　健生
小境　くるみ
田中　初音
高橋　潤成
佐野　渡琉
山本　彩加
渡邉　多門
戸田　貫太
真弓　知也
今井　結月
日比野　菜々子
藤澤　隼人
林　徹泰
大塚　洋慶
渡辺　瑛成
浅野　拳斗
鈴木　望心
中根　晃太
江村　隼青
小室　鉄汰
小原　大和
水谷　和矢
西川　慶志朗
榊原　光翼
千葉　祐貴
上村　明日香
古川　凌椰
小山　直
藤本　奈津実
鈴木　麻友
加藤　圭恵
藤川　あすか
小島　崇照
荒川　晴紀
荒川　裕紀

菊スカウト章受章１０４名おめでとう!! （平成２９年１０月１日～平成３０年３月３１日）

今夏開催！
第１７回日本スカウトジャンボリー！

日本スカウトジャンボリーは、これまでは日本ジャンボリーと呼
ばれていたボーイスカウト日本連盟主催のキャンプ大会で、国
内におけるボーイスカウトの最大の行事です。
昭和31年に長野県・軽井沢で初めて開催されて以来4年

に一度開催されてきました。
キャンプを中心に様々なプログラムを体験しながら、海外、
国内のスカウトと交流を図り、国際的な視野を広めることを目
的としています。

今回もアメリカ、オーストラリアを始め香港、インドなどからも
参加の予定です。
第17回日本スカウトジャンボリーは8月4日(土)から10日
(金)までの6泊7日で“冒険 ～能登のチカラ未来へ～”をテー
マに石川県･珠洲市のりふれっしゅ村鉢ヶ崎で開催されます。
同じ場所で2006年に第14回日本ジャンボリーが開催されて
います。

地区名 団　　名 氏　　名

碧海

三 河 葵

穂の国

豊田

 

安城第4団

刈谷第10団

岡崎第5団

幸田第3団
幸田第1団
岡崎第1団

岡崎第8団

岡崎第11団
岡崎第8団
岡崎第3団

岡崎第5団

岡崎第11団
幸田第3団

豊川第7団

豊川第4団
豊川第5団

豊田第2団

みよし第2団

豊田第16団

みよし第2団

豊田第16団

みよし第1団

近藤　暢俊
櫻本　晃弘
髙須　康平
江坂　岳浩
神谷　素博
酒井　新
柴田　陽平
大木　ちえり
山本　大夢
板倉　碧己
服部　航也
中川　詩歩
戸田　愛子
奈倉　佳輝
玉置　嶺雄
相原　景虎
野橋　美晴
北村　俊也
廣中　温輝
清水　結
杉浦　里緒菜
松井　葵
上辻　斗史樹
伊藤　礼羅
東谷　宙樹
鈴木　ちあき
柴田　妃楽
永野　琴子
種池　智大
神谷　莉沙
飯伏　涼水
岡田　亜実
藤田　楓
中嶋　凌

地区名 団　　名 氏　　名

名古屋西部

名古屋千種

尾張南

地区名 団　　名 氏　　名
加藤　秋成
久野　奨真
恒川　大
原　瑛
佐藤　瑞起
伊藤　桃花

名古屋第67団
名古屋第83団
名古屋第23団
名古屋第91団
弥富第1団
大治第1団

尾張東

尾張西

知多東

春日井第2団
小牧第2団
稲沢第6団

半田第3団

佐藤　優真
気駕　尚幸
伊藤　由樹
氏家　嶺
神馬　知弘

地区名 団　　名 氏　　名

知多北部

碧海

三河葵

大府第1団

刈谷第1団
西尾第5団
西尾第10団

小川　菜月
植田　日向子
山本　啓介
宇野　翔美
荒川　杏菜

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名
森山　雄介
山田　響介
河野　桜子
柴山　美光
亀谷　凌大
青木　春加
若山　瑚雪
渡邉　隼士
中村　稔
井高　直輝
平田　遙香
荒木　良季
丹羽　亮弥

名古屋第116団

名古屋第67団

名古屋第109団
名古屋第91団
名古屋第30団
蟹江第1団

江南第1団

春日井第4団

日進第2団

小牧第1団

知多東

知多北部

碧海

半田第3団
東海第3団

東海第4団

東浦第1団
碧南第2団
安城第3団

酒井　貴将
坂野　巧実
森田　隆文
久野　航暉
池上　夏穂
禰宜田　花紀
岩間　啓一郎

地区名 団　　名 氏　　名

三河葵

穂の国

豊田

西尾第10団
西尾第5団
豊橋第8団
豊田第5団

みよし第1団

山﨑　貴義
久保田　群青
木藤　怜
宮嵜　陽
景山　智亜稀
光岡　友愛
大羽　瑠偉
手島　智哉
原田　知岳

富士スカウト章受章16名おめでとう!! （平成２９年10月１日～平成３０年３月３１日）

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

春日井第4団

日進第2団

春日井第10団

江南第3団

小牧第2団

春日井第4団

日進第2団

瀬戸第6団
犬山第5団
江南第3団

北名古屋第1団

半田第6団

東海第3団

大府第3団

東海第2団

安城第3団



平成29年12月16日（土）
～17日（日）に常滑市高坂
野営場で、知多西南地区
ボーイスカウトラリーを開催
し、スカウト30名と指導者お
よび地区役員24名参加しま
した。今回は「友情」をテーマ
にプログラムを展開し、参加スカウトは、班の特色を出しながら
楽しく活動できたと思います。2日目の全体プログラムは混成
班を作り、他の団のスカウト同士のコミュニケーションが取れ、
新しい友情ができたと思います。参加したスカウト達が8月の
ジャンボリーで、成長した姿で活躍することを願います。

平成３０年２月１７日から１８
日の１泊２日で、岐阜県の流
葉スキー場へ団スキー訓練に
行ってきました。毎年同じ時
期、同じスキー場、同じ宿泊所
で行い早十何年。ビーバーか
ら在籍しているスカウトは勝手
知ったるスキー場と宿泊所で楽しく過ごしてきました。
ボーイ隊に上進してからボードを始めたスカウトは、リーダーに
教えてもらいながら２日目には技術も向上して普通に滑ることが
でき、スキー組の山頂から滑降は天気が悪くリフトも動かなかっ
たので行けませんでしたので、来年のお楽しみにしておきます
か。夜のゲーム大会の暗号ゲームでもビーバー・カブより先に暗
号を解き、力を見せていました。
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知多北部地区　副コミッショナー（カブ担当）　藤本 大輔
知多北部地区ビーバー・カブラリー開催

知多西南地区　美浜第1団　ボーイ隊長　宮本 裕基

知多東地区ビーバー、カブラリー
知多東地区　組織・拡充委員長　牧野 康俊

やや肌寒い11月23日（日）、半田市任坊山公園におい
て、カブ、ビーバーの合同ラリーが開催されました。カブ、ビー
バースカウト、指導者と、一般の35名合わせ、250名を超える
参加者で、巨大パチンコ、陸のクジラ、弓矢など、いくつもの
ゲームブースがスカウト、の歓声で盛り上がりました。
開催に至る、日程調整や、場所の問題等、今後の参考にす

べき点は多くありましたが、久
しぶりのたくさんのスカウトで
の開会式や、工夫を凝らした
ゲーム、昼食時の温かい豚
汁など、各隊リーダーや担当
コミッショナーの心意気が感
じられる、良い大会でした。

知多西南地区ボーイスカウトラリー

大府第３団スキー訓練
知多北部地区　大府第３団　ボーイ隊長　鈴木 幸一

１月２２日、少し肌寒い大府市大府小学校にビーバー８４名、カ
ブ９４名、一般参加４７名とリーダー総勢３８９名が集まり、地区内
ビーバー・カブラリーが開催されました。ラリーは地区の３市１町
（大府市・東海市・知多市・東浦町）の郷土名産などをテーマに
各市町ごと４つのブースを巡りながらスカウトらは元気いっぱいに
楽しんでいました。大人数での大輪も実施できたり、各ブースで同

じ内容をカブとビーバーが行うこ
とによって、カブのお兄ちゃん・お
姉ちゃんはすごいなあとビーバー
に思ってもらえることもできたの
かな？これで少しでもビーバーが
カブに上進したい！と思ってもらえ
ることを願っています。

ニュース & トピックス

〈知多〉
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災害対策・社会貢献として、地震に備えるためのスマート
フォン向けアプリの製作に取り組みました。集まったのは刈谷
市と安城市の高校生年代のスカウト（VS）５名の有志です。
自分の災害対策をステップバイステップで確認できる診断機
能、備蓄袋の管理に役立つ持ち物リスト機能、そして災害時に
役立つ豆知識を盛り込みました。アプリ
作りの基本から学び、１年６か月で完成
しました。防災について話し合うきっかけ
となれば幸いです。A n d r o i d 版を
Google Playで公開しています。（右記
QRコード参照）

平成29年11月19日（日）に
「おかざき世界子ども美術博物
館 野外ステージ」において岡崎
市、幸田町、西尾市及び蒲郡市
に所属するボーイスカウト三河
葵地区１９個団のカブスカウト
（小学校３年生～５年生の男女）149名が集まり、第6回三河葵
地区カブラリーを開催しました。
今回のミッションは、怪盗軍団ミニオンに隠されてしまった美術
品の数 ・々・・スカウトたちは探偵となり、組集会で身に付けた技
能を駆使して怪盗軍団の５つの試練に挑戦！無事、全ての挑戦
にクリアし、美術品を取り返すことに成功！！
当日はあいにく今秋一番の寒さとなり、加え途中みぞれのよう

な雨がちらついてきましたが、スカウト・指導者一緒になって、元
気に楽しく活動することができました。

穂の国地区　組織・拡充委員長　水藤 隆詳
オレンジフェスタ２０１７に穂の国地区ブース出展

碧海地区　刈谷第１団　ベンチャー隊　伴 玲吾

市民交流行事でのボランティア活動の実践！
豊田地区　組織・拡充委員長　鈴木 利幸

１月２１日（日）に豊田市産業文化センターで豊田市青少年
センター主催「平成２９年度 サークル・グループ文化祭」が開
催され、豊田地区ボーイスカウトも登録グループとして参加しま
した。参加内容は、パネル展示によるボーイスカウト活動の紹

介、工作体験、バザー（綿
菓子・ポップコーン販売）
です。工作体験では、ロー
バースカウト（大学生年
代）が中心となり、子どもた
ちを相手に楽しい工作を
行い、子どもたちも喜んで
工作を楽しんでいました。

防災アプリを製作しました

三河葵地区カブラリーを開催
三河葵地区　副コミッショナー（カブ担当）　森 大輔

豊橋市内の市民団体の活動をＰＲする「オレンジフェスタ２０１
７」に、昨年に引き続き穂の国地区のブースを出展しました。当日
は少々肌寒く時折強風の吹く天候でしたが、隊集会のカブスカウ
トや出展場所の他イベントに参加していた子ども達がたくさん立ち
寄ってくれました。クラフトは「銅線トンボづくり」。昨年は自立型で
作ってもらいましたが、今年は安全ピンを使ってピンバッジ風にア

レンジしてみました。ベンチャース
カウトの助けを借りながら一生懸
命作った完成品をみんな楽しそ
うに持ち帰っていました。
また機会があれば、色々なク
ラフトや遊びを紹介していきたい
と思います。

ニュース & トピックス

〈三河〉
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団野営場にローバースカウト
（大学生/社会人）、ベンチャー
スカウト（高校生）年代と団委
員でツリーハウスを作成中で
す。現時点では1階と2階とブ
ランコが完成しました。これから
3階及び橋、遊具を作り、拡張
していきます。

稲沢６団では、従来行ってい
た独自活動である“スカウト祭”
を、スカウト募集を目的とした“体
験会”と名称を改め、昨年１１月
２６日に初めて開催しました。
スカウト達は、参加者が立ち
かまどづくりやペグ打ちをするの
を手助けしたり、自分達の活動を
説明したりして、参加者に体験を
楽しんでもらいました。今回の新
たな試みが入団者増加に繋が
ればと思います。

尾張西地区　稲沢６団　組織・拡充委員　住田 公明
初めての体験会 ツリーハウス作成中

尾張東地区　江南第3団　団委員長　椎葉 浩志

尾張東地区　組織・拡充委員長　椎葉 浩志
1年のスカウト活動は座禅会にあり！
尾張南地区　あま第1団　ベンチャー隊　竹田 沙良

1月7日（日）福島正則公の菩提寺である菊泉院にて、毎年
の活動初め恒例行事の座禅を組みに行きました。座禅を組ん
だ後、和尚様からの講話があり、「かげの力」について、自分が
輝いているのは、影で支えてくれる沢山の力があるからだと教
えて頂きました。毎年のことですが、やはり和尚様のお話しを聴
くと、心がスッと正されて、1年最初の活動に身が入ります。こ
れからも私を影で支えてくれる人に感謝して、自分もまた、輝き
ながら誰かを支える影になれたら良いなと思いました。

澤朋宏氏の講演会

澤朋宏氏の講演会が無
事終了しました。愛知連盟
組織・拡充委員会の副委
員長、日本連盟団支援・
組織拡充委員も務めてお
られます。そのような様々な
立場での経験・知識をもと
に、「いまの時代のボーイスカウトについて」「保護者との関係
の築き方」などについて、お話をいただきました。参加者は22こ
団87名でした。12月10日、小牧市中部公民館にて。

ニュース & トピックス

〈尾張〉



ニュース & トピックス

〈名古屋〉
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我が地区のカブ隊では、平成28年、29年度と9月に、「災害
時に役立つスカウトスキル」をテーマに合同集会を開催しまし
た。目的は、スカウト活動の普及です。
地区内に所在する名古屋市立の小学校に、案内チラシを配
付させていただき、平成29年は9月24日（日）に、名古屋市西
部にある戸田川緑地公園の北側で開催しました。
当日は、昨年同様にスカウト活動に

ご興味をお持ちの見学者が、大勢お越
しにいただき、おかげさまで成功裏に終
わることが出来ました。
まだまだ世間においては、スカウト活
動をご存知で無い方が多いようです。
スカウト活動を志す同志を、皆さんと共
に、一人でも多く増やして行きたいと思
います。

２月４日（日）
毎年恒例の団
行事【スキース
ノーボード訓
育】を岐阜県め
いほうスキー場
で実施しまし
た。総勢７１名

がバス２台で名古屋を出発する頃、現地では雪が降り出し、到着
する頃には一面ふかふかの新雪。郡上八幡の町から、みるみる雪
景色へ変わっていく様子にスカウト達のテンションもＭＡＸに。
ビーバー隊は広大なキッズパークで雪あそび、カブ隊以上は・・・
いつも思うのですが「本当に上達が早い！」沢山転んで上手く
なっていきます。今回の活動でも多くの保護者方にご参加ご協
力頂き、安全で安心な訓育が実施出来た事を感謝いたします。

名古屋巽地区　名古屋第５１団　指導者養成委員　永井 武志
子供はやっぱり雪が好き！ そだね～ スカウト活動の普及

名古屋西部地区　名古屋第２９団　カブ隊長　岡村 英之

名古屋千種地区　女性リーダーの会　実行委員長　根津 敦子
１０１団スキー訓練in霧ヶ峰
名古屋北斗地区　名古屋第101団　副団委員長　杉藤 利明

1月19日～21日ま
で１０１団恒例となりま
した「霧ヶ峰スキー場」
にてスキー訓練を実
施しました。今年は雪
質・天候にも恵まれ頂
上からは富士山もくっ
きりきれいに見えていました。ベンチャースカウトはスノーボード
に挑戦し、ボーイ・カブスカウトはスキー技術に応じ班を分け、
それぞれのレベルに合わせ技術習得に励みました。
合同プログラムとしてソリリレー・雪上みかんフラッグをして
大いに盛り上がり楽しみました。訓練期間中に当団１０年ぶり
のチャレンジ章完修スカウトが誕生しました。我が団は今年40
周年を迎えます。ますます元気にチャレンジしていきます。

子どもの救急、どうする？ できる？

もし子どもが電池
を飲み込んだら、どう
しますか。
千種地区女性リー

ダーの会では、3月3
日（土）星が丘テラス
イベント広場にて、
「乳幼児救急法ミニ
講習会」を開きまし

た。救急車が来るまでに何ができるか具体的に解説し、すぐ実
技に挑戦していただきました。講師は日赤幼児安全法の指導員
さん。パパママからは「知りたかったことが、よくわかった。」など、
心強い声をいただきました。
自然と遊ぶ「丸太渡り」、災害に備える「パラコード・キーホル

ダー作り」なども大好評でした。広くボーイスカウトの良さを知って
頂く、いい機会になったと思います。



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！

学生と企業とのリクルート懇談会開催学生と企業とのリクルート懇談会開催

２月６日（火）名古屋国際センター別棟ホールにて、特別維持会員
企業１８社のご支援をいただき、３４名の参加がありました。ようやく
企画が浸透してきたのかなと少しホッとしています。
「ボーイスカウトの経験から「持ち味」を伝える」－エントリーシート
の書き方－と題して、(株)リクルートキャ
リア桝田梨奈様の講演のもと、参加企
業人事担当者の方から丁寧な指導を
受け、自己ＰＲの基本を演習しました。
その後は、企業ブースへの参加・懇
談。例年に無く和やかな雰囲気でした。
毎年参加者の中から就職が叶っている
こともあり、ローバースカウトは熱心に参
加していました。

（敬称略） 特別維持会員の方々です。

台湾地震義援金活動について台湾地震義援金活動について

愛知ローバース会議議長　池田章浩

愛知ローバース会議は、2月6日（火）の深夜に台湾東部で起きた
地震に対し、義援金の募金活動を行いました。募金活動は、２月
10日（土）10:00から12:00まで、名古屋駅の金時計側と銀時計
側の2箇所で行われ、10名のローバースカウトが参加しました。私
たちの「台湾地震の義援金活動にご協力お願いします。」という掛
け声に反応して、多くの方から暖かいお声掛けとご協力をして頂き

ました。義援金は2時間という短
い間に8 5 , 2 6 0 円も集まり、
RED CROSS SOCIETY OF 
T H E  R E P U B L I C  O F  
CHINA（TAIWAN）（台湾の赤
十字社）の特設口座に国際送
金しました。

愛知連盟ローバースカウトの集い 開催！愛知連盟ローバースカウトの集い 開催！

今年度のローバーの集いは、「野外
活動と討論会によりローバーリングの
魅力と可能性を再発見し、未来のため
に今できることを考え、共有し、行動す
るきっかけとする。」を目的として3月23
日(金)から25日(日)の2泊3日で開催し
ました。吉川野営場内で行う参加者の
選択制の野外プログラムをメインとし、
ローバーナイト、討論会で他の参加ス
カウトとの交流、意見交換を行いまし
た。各プログラムを通して、参加者一人
ひとりがローバースカウトとしての役割
を考える機会になったと思います。今後
の活動に活かしていきたいです。

各企業様との懇談（ポスターセッション）

リクルートキャリア様による特別講演

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

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

岡谷鋼機株式会社 熱 田 神 宮

株式会社イズミック

祖父江 善光寺

ＣＫＤ株式会社

株式会社大林組

名古屋東部陸運株式会社

根木クリニック

株式会社シーヴイテック


