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平成２８年度第４回県連盟理事会（勝手報告）

期日：平成２９年１月２２日 場所：新潟市クロスパル

＜Ｈ２９年度の計画を掲載していますが、あくまでも予定です。各団の年間計画作成に資するためのものです。＞

内容： スカウトを減らさないための広報講座実施

（１） 地区代表理事交代 詳細報告は　3-4頁を参照ください。

上越地区：山口明氏（糸魚川１）　新任 Ｈ２９全国防災キャラバン継続したい。

（２） 各委員会　Ｈ２８報告　Ｈ２９計画 広報講座も継続したい。

①指導者養成委員会（関川委員長） （高知県ではスカウト３９名になった！）

ＢＳ講習会参加人数・・２８人 ⑥財政委員会（富山委員長）

ＷＢ研修所（ＣＳ）・・１６人 総事業費　２８５万円　内県連支援２４０万円

コミッショナー研修所・・１２人（内県連８人） ⑦国際委員会(岡本委員長）

Ｈ２９指導者養成計画・・・下表参照 海外派遣参加者募集中（ＨＰ参照）

②野外活動委員会（関委員長） （３）セーフフロムハーム対応（捧県副コミッショナー）

ＧＡＴ みつきさわ（４／２２～２３） 先ほど実施したアンケートの中間報告あった。

ＢＳラリー 未定（６／２５） 後日正式報告される。

ＣＳ・ＢＶＳラリー 未定（９／１７） 保護者自由記入欄が面白いと思いました。

③進歩委員会（今井委員長） ＢＳの現状把握に役立ちます。請うご期待！

菊スカウト認証 本間海那君（西蒲原７） （４）ＹＮＷ（八木英幸委員長）

丸山紘槻君（西蒲原７） ４回の活動を行い、１２月の全国スカウト

宗教章申請 風間健人君（小千谷１） フォーラムに代表として　田中君（新潟５）池田

新進級課程における技能章に関する説明 君（新潟７）を派遣した。

＜詳細は２ページを参照ください＞ (５）災害お見舞い

④健康安全委員会（伊藤委員長） 鳥取地震と糸魚川大火へのお見舞金を夫々

⑤組織拡張委員会（荒井委員長） 鳥取県連、糸魚川市（団委員長仲介）へ贈呈し

日連の社会連携・広報委員長の講演より た。

スカウトの減少傾向は２００２年がポイ （６）県コミッショナー交代

ントこの時学校週５日制が始まった。 本間県コミの任期満了に伴い、後任として

広報やイベントをもっとやっていこう。 池　良弘氏（新潟１５）が満場一致で推挙された。

Ｈ２９年度指導者養成計画（提案）

ＢＳ講習会 阿賀野（４／０９）　糸魚川（（６・１０）　長岡（１０／０１）　新潟（１１／１１）　

ＷＢ研修所 スカウトコース 五頭連峰少年自然の家（５／０３～０６）

課程別・ＢＳ　　ＶＳ 五頭連峰少年自然の家（５／０６）

課程別・ＢＶＳ　ＣＳ） 五頭連峰少年自然の家（６／１１）

野外プログラム研修会 各地区開催　（１０／２１～２２）

屋内プログラム研修会 各地区開催　（３／０４）頃？

スキル訓練（救急法と共催） 大畑少年センター（３／未定）



(2) 第４５号

＜技能章ついて＞（今井委員長報告）

ＢＳ・ＶＳ進級課程の改定に伴い、必修すべき技能章と、それを認定する指導者も設定された。

各課程別の必修技能章とその認定者は下記の通り。

隊長認定 　　考査員認定

１級 ハイキング章　　スカウトソング章

菊 野営章　　野外炊事章　　リーダーシップ章

隼 救急章　　パイオニアリング章　　

富士 公民章 野営管理章

必修以外 通信章　　計測章　　観察章 ６５種類

必修技能章の考査員は、各地区からの推薦に基づき県連盟が委嘱する。（推薦締め切りは３月末）

必修技能章の指導員は、団が推薦し各地区委員長が委嘱する。（推薦締め切りは８月末）

必修課目以外の技能章の考査員・指導員は、必王の都度、団が推薦し各地区委員長が委嘱する。

平成２９（２０１７）年度　事業方針 ２．指導者養成委員会

（案） ①新訓練体系の実施と検証

事業スローガン ②定形外訓練

〝スカウティングの原理を生かした ＢＳ部門を中心に年プロ⇒月プロのプロセ

活動を展開しよう” スがスカウト中心に運営することを体験学習

１．　班制度を生かした隊活動を展開する する機会にしたい。

どんなにスカウトが少なくても、この活動の中 ③各団要望の受け入れ

心は子ども自身です。 ３．進歩委員会

指示⇒助言⇒支持⇒見守りという接した方 ①進歩制度改定説明会

隊長⇔班長⇔班員　のコミュニケーション ②技能員考査委員

を実現するには、指導者自身の研鑽が必要で ③地区内の進歩状況の把握

す。 ４．健康安全委員会

２．セーフフロムハームの遵守 ①事故状況の公表

３．地区コミを中心とした体制を作る ②救急法講習会

参加者の確保と拡大への取り組み

県コミッショナー方針 ５．国際委員会

①次期世界ジャンボリー（Ｈ３１　アメリカ）

１．野外活動委員会 ＰＲ、動機付けの検討。

①各ラリーの考え方 ②海外派遣

スカウト数の減少に対応し、拡大版隊集会 積極的な情報提供。

の形にできないものか。 ６．財政委員会

②ＧＡＴ 財団運用資金消化後の、資金調達検討。

プログラムを各隊に伝え、事前訓練をするよ ７．組織拡大委員会

うなやり方にできないものか。 ①広報講座

③連盟長推戴式 各地区の委員との連携し、継続していく。

３月新潟地区のＢＰ祭と併せて実施したい。 ②各地区コミとの連携

④７０周年記念事業 ８．ＹＮＷ

Ｈ３１年度実施に向け準備をしていく。 地区でのＶＳ隊推進できないか。



第４５号 （３）

恒例になった組織拡張部主催の｢スカウトを減らさないための広報講座Ⅴ｣が１月２８日、新潟市メイワサンピアにて開催されました。

参加者講師を除いて初日１７名、２日目１３名。　毎回分をわきまえず要約を報告してきましたが、今回は超要約ということで報告者

が団に持ち帰ったことを池県コミッショナー、関川副理事長のお話も含めて紹介させていただきます。

講師・黒沢岳博氏の紹介 （５）募集の目標

*埼玉県庁勤務で主に広報分野を専門にされて 　スカウト５名/学年確保　退団を含めると６名か。

います。現在県庁事務センターで諸システムの

運用管理に従事。 （６）広報には費用がかかる。

*ＢＳでは埼玉県連広報委員長、日連プログラ 　チラシを配っても枚数が多いと大変。

ム委員をへて現在は日連ICTタスクチーム。 　*チラシの作り方・・・ネットでサポート情報あり。

埼玉県三郷第１団ＲＳ隊長・ＢＶＳ隊長・ＶＳ隊長 [マイクロソフト　チラシ］で検索してご覧あれ。

　例：A４片面1万枚で４～５万円　両面で８万円

減らさないことより、増やそうよ 　*補助金紹介

（１）今回の研修の目標 　　　[こども夢基金]の紹介

　　①最終目標はスカウトの増加 　　　　http://yumekikin.niye.go.jp

　　②この研修で学んだことを実行したか。     三郷一団では利用している。

　　　(ｲ)子供夢基金に申し込んだか。

      (ﾛ)ＫＰＴシートを使って改善策を具体的に （７）ＫＰＴ法の紹介

        実施したか。 　自団の現状、問題点を把握し、改善行動を起

（２）社会の現状 こすために智慧を出し合い、共有する手法を教

　*共稼ぎ世帯が増え、専業主婦が減少。 えて戴きました。

  *家族キャンプなどで、ＢＳ活動の良いとこ取り 　現役時代いろいろな改善手法を実施しました

　　がされている。 が、この方法は初めてで新鮮でした。コンパクト

　*若い人は新聞を読まない。 で分かり易いので、自団での取り組みをお勧め

　　（京都で新聞全面広告をしたが反応０） します。

　Ｋ：Ｋｅｅｐ　　効果ありこれからも継続して行く。

（３）団の現状は？ 　Ｐ：Ｐrｏｂｌｅｍ　上手くいっていない。問題点。

　入団はそこそこあるのではないか。 　Ｔ：Ｔｒｙ　新しいアイデアをやってみよう。

　退団が多い。本当に楽しめているのだろうか。 論より証拠ですが、参考として中条第一団での

　　⇒活動に魅力があるか。 ＫＰＴシートを次ページに載せました。来年どん

　　⇒初級スカウト指導は班長の出番！！ な報告ができるか楽しみです。

　　　指導者が先生の塾になっていないか！！

　　　上級班長を育てているのか！！ （８）アイスブレーキング手法の紹介

　　　スカウトが主役であること！！ 　［共通点と相違点］のシートを使って一定時間

内にできるだけ多くの人と話をする場をつくる手

（４）広報の対象 法です。参加者もやりましたがなかなかのもので

　*デンマザー・デンダッドの口コミが一番。 した。実際に行ったものを次ページに掲載しま

 　ＤＭ・ＤＤが仕事をすればスカウトは増える。 す。（個人情報だとのお叱りは受けないと思って

 　ＣＳ年代の母親がターゲット います。）保護者会などで使うかなと思っていま

[facebk]　[twitter]　[line］が当世最大の口コミ す。

  *育成会、地域社会、団内指導者への広報も

　　忘れないこと。 以上



(4) 第45号

ＫＰＴシート テーマ：　リクルート 日付：　Ｈ２９．１．２８－２９ 杉山（中条１）

ＫＥＥＰ（続けること） ＴＲＹ（次にすること）

①事務局が露出機会を持ち、ＰＲ活動を行っている。 （１）保護者の活動参加

市の委員会、小学校の活動に参加） （狙い：保護者⇒お手伝い⇒デンマザー⇒副長・隊長）

②年２回の体験入隊日をも追受けている。 ①保護者会（総会後懇親会）の参加率を上げる。

市の広報に案内、小学校当該児童に配布 ①保護者会（総会後懇親会）の参加率を上げる。

③市の補助金申請を毎年行う。 季節の良いとき、安い会費、事前PR

活動状況を市の担当部局に周知。 ②保護者の活動参加を要請（最低１回／月）

④強味①・・・資金力に恵まれている。 保護者も楽しめる活動

育成会約３０人・社　＋　市補助金　　（合計約４０万円） 活動計画表を工夫し参加意欲を高める。

⑤強味②・・・活動基地がある。 参加保護者の役割を考えておく。

飯角野営場（スカウトハウスあり） 業務の切り分け

公民館（無料）　図書館（無料） ギアボックスの整備

⑥強味③・・・活動範囲が広い。 ③ＢＳ講習会への参加率アップ

櫛形山脈　胎内川　海 （２）スカウトＯＢへの働き掛け

４０周年記念行事を利用する。

（現在は３～４人／学年を維持している） （３）活動成果の見える化

年長スカウトが年少を指導している姿を保護者に見せる。

プログラムを工夫する。

ＰＲＯＢＬＥＭ（問題点） 隊合同プログラムを利用する。

①口コミ力が弱い （４）募集は一年中募集とし、ＰＲ紙を作る。

（イ）女性リーダーがいない。（増やしたい） 保護者に配布をお願いする。

（ロ）保護者の活動参加がほとんどない。（増やしたい） 掲示板を使う。（スーパー　公共建物）

（ハ）ＰＲ紙の配布はしたことがない。（やってみたい） （５）フェイスブック　やラインなどを利用する。

若いお母さんは新聞は読まないようだ。

②スカウト増に及び腰 （６）団委員のバックアップ

（イ）指導者不足（絶対数・高齢化） 指導者がすべてをするのはダメ。

今以上増やすと安全確保ができない。

共通点と相違点 杉山　剛（中条１）

No. 名前 ふりがな 共通点 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相違点

1 渡辺　進 すすむ 後期高齢者以下 私 リーダー 相手 団委員

2 捧　裕一朗 ゆういちろう魚が好き 私 孫４人 相手 孫　０

3 深見　泰子 やすこ 団号　１団 私 めがね 相手 裸眼　１．５

4 熊倉　三喜夫 みきお 下越地区 私 背が低い 相手 背が高い

5 本間　清 きよし 男前 私 女の子　０　　　　男　　３ 相手 女の子　１　　男　　２

6 長谷川　圭介 けいすけ 毛がうすい 私 酒に弱い 相手 お酒には強い

7 長谷川　浩 ひろし 庭仕事が好き 私 ワゴン７人乗り 相手 軽

8 荒井　誠治 せいじ サイボウズ 私 ＳＦＳ委員会　加入 相手 ＳＦＳ委員会　未加入

9 私 相手

10 私 相手



第４５号 (5)

   前号に引き続き新潟７団のＰＲ活動報告です。

"北北西に進路をとれ！！

　　新潟第７団　冬の体験会

　新潟第７団では、冬の体験会として『長～い恵

方巻をみんなで巻こう』をテーマに、体験３家族、

ＣＳ、ＢＶＳ、指導者を含め３０名が、１月２９日、西

区寺尾中央公園に集合。ゲーム、紙芝居、ソング

等で交流を深めた後、巻きずし『恵方巻』作りを行

いました。

 用意された４０枚の焼きのり、酢飯（約３ｋｇ）卵焼

き、きゅうりなどを、７ｍの長さ（７団に因んで？）に

広げ一気に巻いていきました。今年の恵方は北

北西とかで、切り分けられた恵方巻を北北西に向

いて、みんなでかぶりつきました。当日は地元紙：

新潟日報が取材に訪れ、１月３０日の朝刊に掲載

されました。

--藤塚　記--
＜行事案内のチラシ＞



(６) 第４５号

下越地区　ＢＰ祭　の報告 ＜参加人数＞

　　　　ビーバースカウト（小１－２）　　　　　８人

3月5日 　　　　カブスカウト（小３－５）　　　　　　　２９人

新発田市役所　札の辻広場 　　　　ボーイスカウト（小６－中３）　　　　１６人

　　　　指導者　　　　　　　　　　　　　　　　２１人

　新発田市役所は旧庁舎が手狭で老朽化し 　　　　保護者　　　　　　　　　　　　　　　　２０人

たことから町一番の通りに面した新庁舎に 　　　　一般参加　　　　　　　　　　　　　１家族

引っ越ししました。一階ロビーが５０ｍ×１３ｍ

三階吹き抜けの大空間で、札の辻広場と命 　札の辻広場は床暖房付きでとにかく快適。

名されています。新庁舎のお披露目事業の 市の担当者の方も好意的で温かく見守ってく

一環として、ＢＳで市民対象の事業をと要請 れました。しかし一般参加が１家族であったこ

され、地区ＢＰ祭を行うことになりました。 とはまさに想定外。期待はしていなかったが

　１１時～１１時４０分で式典。昼食後１２時半 それ以上の少なさ。

～１４時過ぎまで一般参加可能ゲーム大会を 　新発田市広報で案内を出し、また庁舎内

開催しました。 にある「ＦＭしばた」のスタジオから高橋Ｌ（新

＜ゲーム大会の内容を紹介＞ 発田１）がスカウトと共に現場でＰＲ放送をし、

（Ａ）展示 その上、市庁舎自体は目抜き通りにあるにも

　　　①ティーピ―テント（アメリカインディアンのテント） かかわらず１家族！！

　　　②ボーイスカウト技能（野外工作） 　得られた結論はただ一つ。

　　　③県連備品使用のＰＲブース（配布資料１００部） 一般広報は効果少ない。

（Ｂ）ゲーム 狙ったターゲットにピンポイント広報

　　　①ロープを使ったゲーム（爆弾処理） まさに広報講座で教わった通り！！

　　　②革製チーフリング作り（作り方を自分で考える）

　　　③キーホルダー工作

　　　④君は何を作るのか？（糸電話、ブーメランなど）

　　　⑤吹き矢（矢は自作訓練）
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