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今週のトピック	 ●６月４日（土）日本連盟災害支援センター主催の災害ボランティア報告会「ともに進もう」が開催され

ました。詳しくは、本ニュース３頁をご覧ください。	 

 

 

 

 

 

	 

	 
	 
	 
	 
■第２２回世界スカウトジャンボリー（２２ＷＳＪ）各種会合開催（報告）	 
	 
本年７月から８月にかけて実施される２２ＷＳＪ派遣関連の諸会合が次のとおり開催されま

した。	 

今後は、渡航前々日から行われる出発直前準備訓練を経てスウェーデンへ出発することとなり

ます。	 

	 

（１）派遣団本部会議	 

日	 	 時：６月４日（土）１７：００～５日（日）１０：３０	 

場	 	 所：東京・ボーイスカウト会館	 

出	 	 席：中野まり派遣団長	 他２５人	 

協議事項：１．派遣団の編成について	 

	 	 	 	 	 ２．予算について	 

	 	 	 	 	 ３．出発までの予定について	 

	 	 	 	 	 ４．派遣日程について	 

	 	 	 	 	 ５．大会最新情報について	 

	 

（２）隊長会議（第３回）	 

日	 	 時：６月５日（日）１１：００～１７：００	 

場	 	 所：東京・ボーイスカウト会館	 

出	 	 席：各派遣隊隊長・代理出席者２９人	 

	 	 	 	 	 派遣団本部員・他	 ２５人	 

内	 	 容：１．派遣団の編成について	 

	 	 	 	 	 ２．予算について	 

	 	 	 	 	 ３．出発までの予定について	 

	 	 	 	 	 ４．派遣日程について	 

	 	 	 	 	 ５．大会最新情報について	 

	 	 	 	 	 ６．分団ごとの情報共有と準備	 

	 

（３）ＩＳＴ準備訓練（第３回）	 

日	 	 時：６月４日（土）１２：００～１７：００	 

場	 	 所：東京・ボーイスカウト会館	 

出	 	 席：国際サービスチーム員（ＩＳＴ）６３人	 

	 	 	 	 	 派遣団本部員・他	 ９人	 

このニュースは「日本連盟から県連盟事務局への情報提供」を主目的として毎週水曜日に発行しています。 
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内	 	 容：１．派遣団の編成について	 

	 	 	 	 	 ２．予算について	 

	 	 	 	 	 ３．出発までの予定について	 

	 	 	 	 	 ４．派遣日程について	 

	 	 	 	 	 ５．大会最新情報について	 

	 	 	 	 	 ６．役割別ＩＳＴの分科会	 

……………………………………………………………………………………………………………… 
■第７回アジア太平洋地域エアー／インターネットジャンボリーの開催に
ついて  

 
今年度は日本時間で下記の通り開催されます。	 

日	 	 時：平成２３年８月６日（土）～７日（日）４８時間	 

場	 	 所：日本各地及びアジア太平洋地域内の各地（各国の標準時間で実施）	 

 
詳細については、下記ホームページに掲載されているＡＰＲサーキュラー第７号（Circular	 

7-2011.pdf）をご参照下さい。	 

http://www.scout.org/en/around_the_world/asia_pacific/information_events/resource_ce

ntre/circulars/2011	 

（注１）	 	 １０月に開催予定の世界スカウトジャンボリー・オン・ジ・エアー（ＪＯＴＡ）、世

界スカウトジャンボリー・オン・ジ・インターネット（ＪＯＴＩ）とは異なる行事です。	 

（注２）	 	 ７月１１日（月）～１７日（日）に中国（台湾）で開催される第２８回アジア太平

洋地域/第１０回中国（台湾）ジャンボリーにおいてアマチュア無線基地局が設置され、

コールサイン（ＢＰ１００Ｓ、ＢＶ１０Ｓ、ＢＶ２８ＡＰＲ）が運用されます。このコ

ールサインは、８月６日（土）～７日（日）に行われる第７回アジア太平洋地域エアー

／インターネットジャンボリーでも運用される予定です。	 

……………………………………………………………………………………………………………… 

■指導者養成関係	 

◇	 平成２３年度成人指導者訓練コース参加者の推薦について	 

	 	 平成２３年６月２２日(水)までに適格者のご推薦をお願いいたします。	 

	 	 	 推薦条件等詳細は、全県連盟宛 H22-111 号(指)３月１１日付文書を参照ください。	 

	 	 ＜副リーダートレーナーコース第５５期＞	 

	 	 期	 間：平成２３年８月２４日（水）～	 ２８日（日）	 ４泊５日	 テント泊	 

	 	 場	 所：日本連盟那須野営場	 

	 	 定	 員：４８人（選考の上決定）	 

	 	 参加費：３０，０００円（消費税込み）	 

	 	 

◇	 平成２３年度ボーイスカウト講習会の開設について	 

	 	 	 	 講習会開設にあたりましても、ウッドバッジ研修所同様に事前の開設承認の手続きが

必要となりますことから、今後の開設分につきまして開設要件（期間・場所・主任講師）

が決定している回がありましたら、速やかにお知らせください。	 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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■登録関係	 
	 
◇平成２３年度継続登録申請処理状況について	 

現在、６２件の申請のうち、受付４３～５２番目（４/８～４/１８受付分）の処理を平行し

て行っています（シンガポールを除く。ひとつの県連で複数回にわけて申請している場合もあ

ります）。	 

お問い合わせやデータ不足などの場合や県連盟の規模（団数）による保留５件については、

処理順が前後していますので、ご了承ください。	 

………………………………………………………………………………………………………………	 

■東日本大震災関連	 

 
◇災害ボランティア報告会「ともに進もう」開催（報告）	 
	 日本連盟災害支援センターの東京情報チームが中心になり、初めての災害ボランティア報告
会を開催しました。参加者は、ボランティアに参加された方や、今後、参加を希望する方など
５０名になりました。	 
日	 	 時：６月４日（土）	 
場	 	 所：東京都文京区シビックセンター	 
内	 	 容：１．基調講演	 宮城県連盟	 中橋理事	 
	 	 	 	 	 ２．活動報告	 
	 	 	 	 	 ３．ワークショップ	 
	 	 	 	 	 ４．日本連盟災害支援センターの今後の取り組みについて	 
	 

◇福島県いわき市北部地域、久ノ浜・大久地区及び四倉地区周辺のボランティア募集開

始	 

	 福島県相馬市に続いて、いわき市周辺でもボランティアの募集を開始しました。なお、福島

県でのボランティア活動につきましては、毎週の土曜日及び日曜日のみ、各週の定員は１０名	 

です。	 

	 
◇国内の義援金	 （５月２７日現在）。 
１．被災者、被災地に対する募金	 
	 	 	 	 	 １０６,２４１,２１６円	 

２．スカウト関係者からスカウト関係者に対する「見舞金」	 
	 	 	 	 	 	 	 ９,２８５,１９２円	 

３．災害活動支援金	 
	 	 	 	 	 	 	 	 １５９,４８５円	 

スカウト関係者に対する「見舞金」については、被災県連盟の復興活動など、各県連盟との
調整の上、役立てられることになります。ここに感謝を申し上げるとともに、引き続き、ご協
力のほどお願い申し上げます。	 
◇海外からの義援金	 
また、海外の連盟などからも義援金をいただいております。	 
・各国連盟などからの義援金	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９,０５８,５５０円	 
	 

各項目の詳しい内容は、ホームページをご覧ください。	 

日本連盟ホームページ内、東日本大震災関連情報	 

http://www.scout.or.jp/newtopics/110311earthquake.html	 
日本連盟災害支援センターのブログ	 
http://blog.goo.ne.jp/saj_sc/2	 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
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■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	 ６月	 ２日	 	 事務局ニュース平成２３年度第９号掲載	 
2011 年	 ６月	 ２日	 	 平成２３年度「スカウトの日」参加申込開始	 
2011 年	 ６月	 ３日	 	 ２２ＷＳＪ、ブリテン（大会情報）第６号を更新	 
2011 年	 ６月	 ６日	 	 現地ボランティア、福島県いわき市北部地域、久ノ浜・大久地区及	 

び四倉地区を掲載	 
2011 年	 ６月	 ７日	 	 平成２３年度、指導者訓練予定更新とＡＰＲワークショップを掲載	 
2011 年	 ６月	 ７日	 	 第７回アジア太平洋地域エアー/インターネットジャンボリー開催	 

について掲載	 
……………………………………………………………………………………………………………… 
■登録状況	  
◇平成２２年度加盟員登録数（平成２３年３月末現在）	 

	  ２,５５０団（対前年度	 ▲７０団）１４９,７８５人（対前年度	 ▲６,８４３人、達成率 95.63％）	 

……………………………………………………………………………………………………………… 
《他団体事業等の紹介》	 
◇Ｊ‐Ｐｏｗｅｒ（電源開発）主催「エコ×エネ体験ツアー」募集	 
■身近な秘境・奥只見「自然と電気」体験学習ツアー【小学生向け】	 

日	 	 程：	 （1）平成 23 年 8 月	 2 日（火）～8月 3 日（水）	 

（2）平成 23 年 8 月	 4 日（木）～8月 5 日（金）	 

活動場所：奥只見発電所周辺	 

集合解散：JR 浦佐駅（上越線、上越新幹線）	 11:00 集合	 

宿	 	 泊：奥只見観光（株）ネイチャーカレッジ緑の学園	 

参	 加	 費：無料（集散場所までの往復交通費は各自でご持参ください）	 

対	 	 象：小学生（4～6 年生）親子ペア（小学校 4～6 年生、保護者各 1名のペアに限ります）	 

定	 	 員：各回 15 組 30 名（応募者多数の場合、抽選とさせていただきます）	 

応募方法：6月 17 日までに「はがき、インターネット」よりお申込みください。	 

	 

■「水の旅」をたどって学ぶ「自然と電気」体験学習ツアー【小学生向け】	 

日	 	 程：	 （1）平成 23 年 8 月	 23 日（火）～8月 24 日（水）	 

（2）平成 23 年 8 月	 25 日（木）～8月 26 日（金）	 

活動場所：御母衣発電所及びトヨタ白川郷自然學校	 

集合解散：JR 木曽川駅（東海道本線）	 10：00 集合	 

宿	 	 泊：トヨタ白川郷自然學校	 

参	 加	 費：無料（集散場所までの往復交通費は各自でご持参ください）	 

対	 	 象：小学生（4～6 年生）親子ペア（小学校 4～6 年生、保護者各 1名のペアに限ります）	 

定	 	 員：各回 16 組 32 名（応募者多数の場合、抽選とさせていただきます）	 

応募方法：6月 17 日までに「はがき、インターネット」よりお申込みください。	 

	 

■暮らしを支える森と水力発電所【大学生年代向け】	 

日	 	 程：平成 23 年 9 月 7 日（水）～9月 9 日（金）	 

活動場所：奥只見発電所周辺	 

集合解散：JR 浦佐駅（上越線、上越新幹線）	 11:00 集合	 

宿	 	 泊：奥只見観光（株）ネイチャーカレッジ緑の学園	 

参	 加	 費：無料（集散場所までの往復交通費は各自でご持参ください）	 

対	 	 象：大学、大学院に在籍している学生	 

定	 	 員：30 名（応募者多数の場合、抽選とさせていただきます）	 

応募方法：7月 19 日までに「インターネット」よりお申込みください。	 

詳細等問い合わせ先	 

担当：南（みなみ）、小林（こばやし）	 

〒104‐8165 東京都中央区銀座 6‐15‐1	 

電源開発株式会社	 秘書広報部	 広報室	 

エコエネ事務局	 	 電話番号：03-3546-2211（代表）	 

http://www.jpower.co.jp/ecoene/index.html	 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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/  


