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■県連盟年次総会のお知らせ
　日時：平成29年６月４日（日）午前９時～午後５時　場所：蓮田市総合文化会館ハストピア
　昨年１０月に開館したばかりの新しい建物です。ナビは隣の蓮田市市民体育館パルシーを目標に
して下さい。
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ボーイスカウト
就職支援セミナー実施
　２月７日学生スカウトを対象に就職活動の支援と県内
企業への関心を高めてもらうことを目的として、就職
支援セミナーがスカウト３０名、県連盟協力企業１３社
が参加し開催された。
　理事長挨拶の後、各企業の自己紹介があり、リクナビ
副編集長の多田氏が「ボーイスカウトでの経験を如何に
エントリーシートに落とし込むか！」と題して講演。
　就職活動には自己分析と企業研究が重要、特に自分
自身の客観的な検証が必要で長所を見つけ出すことが
必要と説いた。

2017年　2月7日（火）

P2へ続く

埼玉トヨペット 毎日興業株式会社 赤城乳業株式会社

株式会社サイサン 株式会社埼玉県民球団　武蔵ヒートベアーズ

　日本連盟スカウトソング委員の鹿ノ内美智子
講師をお迎えしてソング研修会を実施しました。
　多くの指導者が参加し、ワクワクドキドキ楽しみ
ながら研修しました。この楽しさをスカウトへ楽し
みながら伝えていきましょうo(^o^)o

スカウトソング研修会スカウトソング研修会

川の国応援団の加入案内について
　埼玉県では、平成２０年から「川の国　埼玉」をめざす
“川の再生”の取組を始めました。取組内容は、①清流の
復活、②賑わいと安らぎの空間創出、③県民による美化
活動などの自主的な再生活動を行う団体の定着化、の
推進です。
　この中で、“県民による美化活動などの自主的な再生
活動を行う団体の定着化”については、希望する団体を
川の国応援団として加入して頂いております。
　現時点で県内600団体以上が加入しています。その
うち、県内のボーイスカウトにつきましても20個団が加入
しています。
　ボーイスカウト活動を行う上で川をテーマにした活動
を取り入れて頂き、多くのスカウトに活動し易く安全な場所
で川の魅力を体感していただければと考えています。
　より多くの加入をお待ちしております。
（埼玉県県土整備部水辺再生課）

埼玉県からのお知らせ

日本ボーイスカウト埼玉県連盟加盟団体の加入状況
みなみ 川口１９団（芝川・荒川）
さいたま北 さいたま１０団（芝川）

北武 行田１団（忍川）／東松山１団（市野川）／深谷２団（荒川）
東埼玉 久喜２２団（中川）／春日部７団（古利根川）
ひがし 三郷２団（第二大場川）／草加３団（綾瀬川・大相模調節池）
西部初雁 朝霞１団（新河岸川・黒目川・荒川）／川越２団（新河岸川）

むさし
鴻巣２団（元荒川）／伊奈１団（綾瀬川）
上尾1３団（原市沼調節池）
上尾９団（鴨川）／桶川１団（江川）

奥武蔵 入間１団（入間川）／入間４団（不老川）
飯能３団（入間川）／所沢１団（東川）

▲黒目川清掃の様子　朝霞１団

編 集 後 記
今年度も県連だより
をよろしくお願いし
ます。（ｍ）
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　ボーイスカウトでの経験と印象に残っている
活動、そこから得たものをシートに記入し、参加
企業の人事担当者に自己ＰＲし模擬練習を行った。
　その後学生が各企業のブースを訪問し企業研究
の一環としての説明を受けた。
　同様なセミナーは昨年、愛知県連盟が開催して
おり2例目の開催となった。
　終了後のアンケートによると、就職活動がはじまる
前に企業の情報が得られたことなどかなり参考になった
ようだ。

　企業からも学生が早い段階で就職に関心を持たせる
ことが出来るなどの意見があった。
　学生スカウトと参加企業の担当者で行ったグループ
ワークの時間を長くとってほしいとの意見が多数あった。

　ベンチャーＪＡＭは、ベンチャースカウトが真の活動を
目指したとき、原隊だけでは人数的な問題など様々な課題
があるため充分な活動ができない、という現状を解消
するための、県内のベンチャースカウトを対象とした技術
の向上と交流を目指したイベントです。
　進級課程の改訂に伴い、今回が最後のベンチャー
JAMとなるため、特別に2泊3日で開催しました。スカウト
たちは指定された場所でテントを持参し宿泊します。
　今回のプログラムでは、大型構築物としてのやぐら
もしくはキャンプに必要な野外工作物の作成、ユース

チーム企画の運動会などを実施、定番のスキルマー
ケットも提供されました。
　3日目は自分たちのプロジェクトの発表を行い互いの
活動に対して刺激を受けたことと思います。
（プログラム委員長　内山豊和）

ボーイスカウト
就職支援
　　セミナー

ベンチャーJAM2017 Final
を開催しました。を開催しました。

　2月3日～8日に台湾、台中市の国立中興大学で
行われたナショナルローバーカンファレンスに参加
しました。日本からは私と神奈川のスカウトがオブ
ザーバー参加した他シンガポール1名、韓国2名、
マレーシア3名、香港9名のスカウト、指導者が参加し
海外スカウトにも開かれた会議となりました。
　台湾のローバーが集まり活動方針を決めるほか
各隊の活動展示が行われるなど情報交換の場にも
なっています。どのように運動を盛り上げるか等の
分科会や全体会を行う一方全体行事も多く行われ
話し合いと交流を両立させた活動でした。

台湾ナショナル・ローバー・カンファレンスに参加して

　台湾ローバーの熱に圧倒され、日本との違いを
見せつけられた6日間でした。今回得られた海外との
繋がりを今後活かしていきたいです。
（草加3団　草間明浩）
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　2月5日所沢市生涯学習推進センター体育館にて
PWDさいたま2017予選大会が開催された。
　当日の参加者は総勢400名。受付、車検をへて
3コースに分かれてレース開始となった。午前と
午後に分かれての開催で自分のレースカーが参加
しない時間帯は近くの航空公園、航空発祥記念
館を楽しんだ。
　うさぎ、しか、くまの上位15名、総勢４５名が選出され3月25日に開催された日米
親善ＰＷＤに参加した。

　3月25日米軍多摩ヒルズにて日米親善ＰＷＤが
開催された。
　埼玉県からは予選を勝ち抜いた45名のスカウト
と２５名のリーダーが参加。ＢＳＡ極東連盟、埼玉県
連盟、東京連盟で総勢３００名。様々なゲームが準備
されて国を超えて一緒になって楽しんだ。

PWDさいたま 2017予選PWDさいたま 2017予選
PineWood Derby in SATAMA

日米親善PWD開催
Japan-U.S. friendship PineWood Derby holding

「東秩父スカウトフィールド」について「東秩父スカウトフィールド」について仮称

「神田　茂」様より寄贈していただいた東秩父村の
仮称「東秩父スカウトフィールド」の整備が野営行事委員会を中心としてはじまりました。

第１回目の整備開始にあたり現状をお知らせします。
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郵便
振替

『平成２８年度埼玉県育成会維持会員』を募集していますのでご支援ご協力をお願い致します。
維持会員

お問い合せ先 ボーイスカウト埼玉県連盟　事務局長　角尾雅也　☎０４８－８２２－２４６３

個人 １口：5,0００円 法人 １口：10,０００円 00500-１-２４８０７　ボーイスカウト埼玉県育成会

みなみ地区 蕨第２団育成会

さいたま南地区 柳田秀一／スミダ工業株式会社／さいたま第２０５団育成会

むさし地区 長尾英孝／山口仁司 北武地区 亀井實／八重樫昭五郎／富士見工業団地工業会

ひがし地区 寺田典昭／水田一佳／厚海好孝／草加第８団 西部初雁地区 安藤和広／朝霞第１団育成会／ふじみ野第１団育成会

奥武蔵地区 浅見弘明／松平義継／時計一利／狭山第２団

（株）サイサン 桶本興業株式会社／NTTスポーツコミュニティ株式会社

毎日興業（株） 田部井功／内田阿久蔵／毎日興業株式会社／毎日共栄会８８社

ライオンズクラブ 大宮ライオンズクラブ　　　 埼玉県連盟 県連盟財政委員会

東埼玉地区
田中政司／鈴木泰二郎／山崎哲男／斎藤政之／蓮田第３団育成会／蓮田第１団／久喜第２２団
春日部第７団／加須第１団育成会

　３月１９日（日）埼玉県県民活動センターに於いて開催された。
　このイベントは毎回１万人以上の来場者があり、様々な催し
が開催されています。
　ボーイスカウトは２教室を担当し、２０９セミナー室では魚
釣り・射的・ヒモ細工、バルーン工作、模型電車・パネル展示
などを行い、セミナーホールでは段ボールを使った「子どもの
まち」（迷路）を行った。
　ボーイスカウトの来訪者は５２０名で盛況でした。

平成２９年度埼玉県育成会総会開催

平成２８年度埼玉県育成会特別維持会員

子ども　夢　未来 フェスティバル2017

富士スカウト連盟長表敬訪問
平成２８年度に富士スカウト章を取得した６名のスカウトが
上田知事（埼玉県連盟長）を訪問した。
知事からお祝いと激励の言葉をいただいた。

長谷川新　（さいたま１０３団）

吉澤　響　（さいたま８団）

西野　雅貴（さいたま２０８団）

濱井　優輝（さいたま２０８団）

森田　福美（さいたま２０８団）

早川　正起（川越９団）

富士スカウト

ボーイスカウト埼玉県育成会県連だより

　平成２９年４月１５日に浦和合同庁舎本館にて平成29年度埼玉県育成
会総会が開催され名誉会長に田部井功様・会長に相川宗一様がご就任
されました。
　総会にて下記の内容をご承認頂きボーイスカウト運動拡大の為に埼玉
県連盟と共に取り組んでいくことが決議されました。

役員名簿
常任顧問　川本武彦 相談役　牛山佳久

会長代行　井原　實／長島敏雄／井上孝二／男澤　望（新任）　

副 会 長　長須賀康夫／鈴木俊明　　　

理　　事　榊　勝次／松崎良一／西山繁夫／伊藤雅俊／三日月勝三／岩崎保夫／高野　寛
　　　　　勝部紀一／田中政司／菊地英雄／柳下　昇／時計一利／竹内　達

監　　事　亀井　實／浅倉祥弘　　　事務会計　角尾雅也（県連事務局長）
名誉会長
田部井　功

会　長
相川　宗一

平成28年度埼玉県育成会に対して多くの個人様・法人様の皆様方から多大のご支援ご協力を頂き
埼玉県連盟・各地区に対してご支援することが出来ました。誠に感謝申し上げます。

個人・法人の協力者 維持会費総額３３３名様 ４，３３７，０００円

平成28年度に特別維持会員様として多額のご協力ご支援を頂きました。感謝
　

平成２８年度埼玉県育成会維持会員・平成２８年度ボーイスカウト埼玉県育成会維持会費
平成28年10月26日～平成29年3月31日までにご協力頂いた方々です。感謝（敬称略）

埼玉トヨペット株式会社 毎日興業株式会社 赤城乳業株式会社 株式会社埼玉県民球団

平成28年度 事業報告について
平成28年度 収支決算について

1
2

平成29年度 役員人事について
平成29年度 事業計画について

3
4

平成29年度 収支予算について5
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