
今週のトピック　●３月２３日、東北地方太平洋沖地震に対する今後の支援活動調整の
ため、被災した地域および県連盟に向け、災害対策担当他２人の事

務局員が出発いたしました。

■災害対策会議の開催（報告）
日　　時：３月１７日（木）１４：００～１６：３０
場　　所：東京・尚友会館８Ｆ会議室
出 席 者：奥島理事長、新藤、西村 各常務理事
議　　題：１、基本的取り組み方針の確認

２、事務局災害対策室設置の確認
３、災害ボランティア活動の進め方
４、義援金募金等の進め方
５、今後の事業開催について
６、その他

………………………………………………………………………………………………………………
■ウッドバッジ実修所ＶＳ課程第２０期・ＣＳ課程第１５１期開設中止について
　全県連盟宛Ｈ２２－１１９号（指）平成２３年３月２３日付文書でご案内致しました通り、
標記訓練コースにつきましては、このたびの東北地方太平洋沖地震の影響により、野営場が所
在する栃木県那須塩原市が計画停電の実施区域となり、今後の見込みがたたないこと、公共交
通機関の停滞がコース開設時期まで長期化することが懸念されるため、誠に不本意ながら開設
を中止することとなりました。申込者へはこの旨直接ご案内をお送りしています。
　なお、４月３０日（土）から５月５日（木）に開設を予定していますボーイスカウト課程第
１７４期（愛知・新城吉川野営場）とボーイスカウト課程第１７５期（大阪・キャンプおおさ
か）につきましては、１８人以上の参加申込があることを条件に開設する準備をすすめていま
す。
………………………………………………………………………………………………………………
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■平成２３年度「スカウトの日」参加者配付用バッジデザインの募集について
「スカウトの日」は平成元年から「スカウトカントリー大作戦」として全国で実施し、平成２
１年度から「地球大好き! I Love the Earth.」を合言葉として開催しています。
平成２３年度は、９月１９日（月）・（祝日＝敬老の日）に実施する予定で、現在、日本連
盟プログラム委員会にて準備を進めております。そこで、下記のとおり、参加者に配付する
バッジのデザインを公募することとなりました。
詳細については別途文書にてご連絡致します。貴県連盟内にご周知いただき、デザイン応募
希望の方があります場合は、応募条件に従いお申し込み下さい。日本連盟では、デザインの選
考を行い、その結果を応募者及び県連盟にご連絡いたします。締切は４月３０日（土）です。

募集内容：平成２３年度「スカウトの日」参加者配付用バッジデザインの募集。
※サイズ規定等、応募の条件については各都道府県連盟に送付済みです。

締　　切：４月３０日（土）
………………………………………………………………………………………………………………
■ボーイスカウト日本連盟そなえよつねに保険
平成２３年度の『ボーイスカウト日本連盟そなえよつねに保険』加入申込の受付を開始いた
しました。加入申込の際は、必ず下記書類をそろえて、日本連盟に郵便で直接お送りくださ
い。また、お振込みだけでは、加入申込になりませんので、必ず加入申込書類をお送りくださ
い。その際、加入申込書記入人数と「加盟員情報リスト出力（入力後）」及び「加盟員登録申
請書」（復活及び移籍の方はこの用紙にお書きください。）等の合計人数が合致していること
をご確認ください。

詳細は平成２３年度版「手引き」でご確認ください。

①平成２３年度 加入申込書（裏に振込の受取書のコピーを貼付）
②「加盟員情報リスト出力（入力後）」
次の書類は該当申込みがある場合、①、②と併せてお送りください。
③復活及び他の団から移籍してきた方がいる場合は「加盟員登録申請書」にお書きくださ
い。
④非登録者加入者名簿（非登録の方の加入申し込みがある場合）

・②及び③④の添付忘れが散見され、その場合、都度送付のお願いを団にご連絡しております
が、早急にお送りくださるようお願いいたします。
・復活及び他の団から移籍してきた方のお名前を「加盟員情報リスト出力（入力後）」に手書
きで記入又は入力して、お送り頂いても受付できません。必ず「加盟員登録申請書」にご記
入の上、お送りください。
・平成２２年度の加入申込書及び非登録者加入者名簿を訂正して平成２３年度の申込みに使用
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することはできません。ご注意ください。
・加入申込み書類に不備がございますと、平成２３年４月１日からの補償が開始できません。
お送りいただく前に内容（人数・書類）を必ずご確認ください。

………………………………………………………………………………………………………………
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■災害対策室より
　対策の情報が、ホームページのみの更新になっていた部分がありました。申し訳ありません
でした。取り急ぎこれまでの情報をまとめ、各県連盟に金曜日発送の定期便にてお送りいたし
ます。なお、引き続きホームページの方もご確認よろしくお願いいたします。
………………………………………………………………………………………………………………
■チャレンジ２５キャンペーン（環境省）　参加状況（３月２３日現在）
３月２３日現在の県別参加状況（宣言書到着状況）は、以下のとおりです(先週からの追加
団・人数も掲載)。引き続き、キャンペーンへの参加についてご協力よろしくお願いします。
【日本連盟ホームページ上でのお知らせ】
宣言用紙、参加状況などは以下のＵＲＬからご確認ください。

http://www.scout.or.jp/newtopics/100914_challe25.html
【連絡用メールアドレス】Ｃ２５キャンペーン係

c25@scout.or.jp　

団数 人数 追加団数 追加人数 団数 人数 追加団数 追加人数

北海道 21 556 +0 +0 滋賀 7 229 +2 +34
青森 4 180 +0 +0 京都 22 627 +0 +0
岩手 4 209 +0 +0 兵庫 32 1,240 +1 +135
宮城 6 108 +0 +0 奈良 46 1,767 +0 +0
秋田 5 217 +0 +0 和歌山 3 78 +0 +0
山形 0 0 +0 +0 大阪 36 1,122 +0 +0
福島 13 475 +0 +0 鳥取 4 173 +0 +0
茨城 16 615 +0 +0 島根 12 326 +0 +0
栃木 3 121 +1 +30 岡山 6 209 +0 +0
群馬 18 512 +1 +39 広島 13 462 +0 +0
埼玉 32 1,147 +1 +12 山口 9 301 +0 +0
千葉 74 1,745 +0 +0 徳島 1 29 +0 +0
神奈川 23 801 +0 +0 香川 5 131 +0 +0
山梨 3 64 +0 +0 愛媛 5 216 +0 +0
東京 45 1,883 +0 +0 高知 1 24 +0 +0
新潟 3 90 +0 +0 福岡 8 365 +0 +0
富山 5 173 +0 +0 佐賀 3 95 +0 +0
石川 2 93 +0 +0 長崎 0 0 +0 +0
福井 6 202 +0 +0 熊本 4 61 +0 +0
長野 5 225 +0 +0 大分 3 73 +0 +0
岐阜 15 642 +0 +0 宮崎 5 238 +0 +0
静岡 41 1,257 +2 +31 鹿児島 13 601 +0 +0
愛知 48 1,620 +1 +14 沖縄 1 30 +0 +0
三重 8 313 +1 +39 その他 1 48 +0 +0

合計 640 21,693 
………………………………………………………………………………………………………………
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■スカウト用品関係
現在販売されている所属章の中で、日本連盟役員の所属章が「日本連盟本部」と表記されて
おりますが、公益財団認可になった際に組織名として誤りになりました。
誤りを正し「日本連盟」と表記されたものを４月４日から販売いたしますので、よろしくお願
いいたします。
　尚、品番・価格に変更はございません
品番　５６８３７　品名　所属章（日本連盟）　価格　１６０円（税込）　　
………………………………………………………………………………………………………………
■計画停電の影響
　東京電力の計画停電の影響により、日本連盟事務局が停電し電話や電子メールなどが不通に
なることがあります。あらかじめご了承ください。（東京・スカウト会館は第２グループで
す。）
………………………………………………………………………………………………………………
■日本連盟ホームページ http://www.scout.or.jp/ アップデート
次のとおり更新しています。ご活用ください。

2011年　３月１７日　　事務局ニュース平成２２年度第４６号掲載
2011年　３月１８日　　義援金に関する情報の更新
2011年　３月１８日　　災害ボランティアに関する情報掲載
2011年　３月１８日　　緊急募金の趣意書、道路使用許可関連の情報の掲載
2011年　３月２０日　　地震関連英文頁に募金情報を掲載
2011年　３月２０日　　地震関連英文頁に国際コミッショナーメッセージ第２信掲載
2011年　３月２０日　　地震関連頁に募金活動等の報告のお願いを掲載
2011年　３月２２日　　募金活動等、実施報告の連絡先を掲載
2011年　３月２３日　　募金ガイドライン、振込手数料に関する情報の更新
2011年　３月２３日　　現地ボランティア募集について掲載
………………………………………………………………………………………………………………
■維持会費の協力依頼について（県連盟宛Ｅメール版（本状）のみ掲載しました：ホームページ版には掲載されておりませ

ん）

◇平 成 ２ ３ 年 ２ 月 ２ ８ 日 現 在 入 金 額 　 　 　 　 ４ ６ ， ２ ６ ９ ， ９ ２ ３
円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　（前年同期）　　　　　　　　　４７，０５３，１５０円　　　　

◇平成２２年度維持会費収入予算　　　　　５０，０００，０００円　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■登録状況　

◇平成２２年度加盟員登録数（平成２３年２月末現在）
　 ２，５５０団（対前年度　▲７０団）１４９，５２１人（対前年度　▲７，１０７人、達成率95.4％）

………………………………………………………………………………………………………………
本日発行の事務局ニュースは４頁です。

………………………………………………………………………………………………………………
ボーイスカウト日本連盟　http://www.scout.or.jp/　
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