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■ プリントトラックが走るぞ！

■ 平成２９年度　県連盟年次総会

■ 一般社団法人 茶道裏千家淡交会

■ さいたま２２６団 発団

■ ダメ。ゼッタイ。普及運動

■ 子どもゆめ基金（東埼玉地区）

■ 西武初雁地区　合同くまキャンプ

■ 第３回ひがし地区ビーバー合同隊集会

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

11月は「いじめ撲滅強調月間」です
　いじめは、どの子供にも起こり得るものです。実際に、多くの子供が被害も加害も経験しています。一人でも多くの子供
をいじめから救うためには「いじめを絶対に許さない」という強い信念のもと、社会全体で取り組む必要があります。
　埼玉県は、11月を「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組んでいます。いじめに遭ったり、
気が付いたりしたら、一人で悩まず御相談ください。

編 集 後 記 今年は県連盟としての
大きな行事がなく、各地区

の行事の紹介となりました。県連だよりも結果
報告だけでなく、これから行われる行事等の
お知らせにも力を入れて編集にかかりたい（ｍ）

■ 第15回世界スカウトムート

■ 新進級課程の改定説明会

■ 手話応援２０１７

■ 第６回２０１７コヨット

■ お知らせ・1

■ ボーイスカウト埼玉県育成会

■ 11月は「いじめ撲滅強調月間」です

■ お知らせ・2

走るぞ!走るぞ!

SAJ

プリントトラックプリントトラック がが■彩の国いきいきフェスティバル開催案内
　今年も埼玉県県民活動センター（伊奈町）で『彩の国いきいきフェスティバル』が
開催されます。ダンスや演奏、子どもあそびコーナーなど楽しい内容が満載。
ボーイスカウト埼玉県連盟では、ゲーム・ミニ野営体験・クラフト・展示などを行
います。いろいろなハロウィンイベントもあります。是非おいでください。
　日時：平成29年10月22日（日）10：00～15：00　場所：埼玉県県民活動センター（けんかつ）全館

■アンバサダー認定案内
　SAITAMA PRIDEアンバサダーは、「東京2020オリンピック・パラリンピック」「ラグビー
ワールドカップ2019」の県内開催状況を多くの県民に伝える広報大使です。スカウト
みんながアンバサダーに認定されました。
■難民支援衣料回収プロジェクトの案内
　皆様の着なくなった服を“ユニクロ”に！　私たちボーイスカウトにできること。団の皆さんでぜひご不要になった衣類
を集めてユニクロの店舗にお持ちください。実施期間は１０月３１日（火）まで。詳しくは日本連盟HPをご参照下さい。
　https://www.scout.or.jp/support_for_refugees/index.html
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電話相談窓口
よい子の電話教育相談（24時間365日対応）
● 18歳以下の子供専用（無料） 

▲

 #7300又は0120-86-3192
● 保護者専用 

▲

 048-556-0874
● Eメール相談 

▲

 soudan@spec.ed.jp

埼玉いのちの電話（24時間365日対応）
● 相談電話 

▲

 048-645-4343

ヤングテレホンコーナー（埼玉県警察少年サポートセンター）
月～土／祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分
● 048-861-1152

子どもスマイルネット
毎日／祝日・年末年始を除く10時30分から18時
● 048-822-7007

埼玉県こころの電話［精神保健やこころの悩みに関する相談］
平日／土・日・祝日・年末年始を除く9時から17時
●  048-723-1447

さいたまチャイルドライン
毎日／年末年始を除く16時から21時
● 18歳以下の子ども専用（無料） 

▲

 0120-99-7777

子どもの人権110番 ※さいたま地方法務局人権擁護課所管
月～金／祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分
●  0120-007-110

お問い合わせ 埼玉県県民生活部青少年課　TEL 048-830-5858
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　薬物乱用問題は、全世界的な広がりを見せ、人間の
生命はもとより、社会や国の安定を脅かすなど、人類が
抱える最も深刻な社会問題の一つとなっています。国内に
おいては、乱用者の低年齢化が懸念されることや、危険
ドラッグを使用した者が健康被害や二次的犯罪を起こす
事例が多発していること等深刻な状況が続いています。
　７月草加朝顔市の会場（草加）において、麻薬撲滅、危険
ドラッグ撲滅を願い、団扇などを配布し「ダメ。ゼッタイ。」
を合言葉に薬物乱用防止街頭キャンペーンを行った。

　７月２日（日）今年で３回目となるビーバーの地区合同
隊集会が草加市中央公民館体育室で開催されました。
　当初、梅雨時の高温多湿での室内開催で「熱中症」が
危惧されたが、特にけが等もなく終了した。各団からの
要望に基づき、スカウトたちの減少が見られる中で、多くの
友達と遊ぶ機会を増やすこと、また各隊のリーダーを
育てていくことも目的として行われた。
　参加者はスカウト・保護者・リーダー・兄弟・友達を
合わせ、１１８名の参加があり、各ゲームコーナーを
回り大変盛り上がった隊集会となりました。

　６月２４日（土）、２５日（日）西部初雁地区合同くまキャンプ
を開催しました。
　カブスカウト部門では平成２７年の進歩プログラム改定
により、くまスカウトにおいて、 「くまのみのキャンプを行う」
という必修課目があります。スカウト数が少ない隊からは、
「１人２人のくまキャンプを隊でやっても・・・。」、「大勢いた
ほうが楽しいのでは・・・。」という隊長たちの声もありました。
　ボーイ隊のキャンプまではいかないまでも、「キャンプが
楽しい」、「大勢集まって、グループの一員となる」、「地区内
カブスカウトの交流」を体験し「月の輪」へつなげることを
目的として、今年で２回目の開催となります。

ダメ。ゼッタイ。普 及 運 動

　ボーイスカウト埼玉県連盟では、独立行政法人　国立
青少年教育振興機構様の「子どもゆめ基金助成活動」
として、“遊び”＋“自然体験”＝“生きる力”をそだて
よう！！ 2017のテーマのもと、地域の小学生を招待して
野外活動を体験いただくイベントを開催しております。
　今年度最初のイベントとして東埼玉地区にて7月
23日（日）、久喜市鷲宮公民館東側自由広場において、
ボーイスカウト埼玉県連盟主催、久喜市教育委員会
後援のもと東埼玉地区にて子どもゆめ基金助成事業
が展開されました。

子どもゆめ基金子どもゆめ基金
東　埼　玉　地　区

　久喜市鷲宮地区を中心とした小学校1年生から4年
生まで36名のお友達が参加をしてくれました。
　「目指せ！探検家！」をテーマとして、陸（りく）・空
（そら）・海（うみ）の三つのステージにチャレンジ、
クリアしたお友達はステージの宝物をゲット！
　若干の小雨混じりの天気ではありましたが、熱中症
もなく無事に活動を終了した。
これで新しい仲間が増えたらいいな～。

合同くまキャンプ
　地区内６個団の
くまスカウト２４名が
集まり、普段、各団
各隊でおこなって
いることやそれぞれ
のアイディアを出し、グループ対抗ゲーム、出し物を考え
発表したりと夜まで和気あいあい。
　天候が不順で、朝一番に全体解散となりましたが、参加
したくまスカウトから「雨でもキャンプ楽しかった。」、「大勢で
楽しかった。」という声がきけ、ねらいどおり以上でした。
（西部初雁地区コミッショナー　山口  剛弘）

西武初雁
地区

西武初雁
地区

ビーバー合同隊集会第３回 ひがし地区

第15回

Change ～Inspired By Iceland～
世界スカウトムート
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郵便
振替

『平成２9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 藤野戸幸子／金子秀一／森本貞夫／最上良子／高橋一男／有限会社オカベ工芸／株式会社大芝土木設計事務所
川口第15団育成会／川口第21団育成会／みなみ地区・地区委員会

東埼玉地区 田中政司／勝部紀一／内山豊和／平澤道男／山田誠治／栗原均／久喜第1団／久喜第13団／春日部第７団育成会
春日部第9団育成会／春日部第10団

むさし地区 長島敏雄／川田達也／平松義明／岡田良一／大川義信／石川巌／桶川第1団／上尾第9団育成会

北武地区 亀井實／島田重夫／武田哲／高橋俊夫／田中光行／富士見工業団地工業会／行田第1団

ひがし地区 板谷勝／板谷喜代子／森山淳一／林田俊介／市川豊／棚倉正孝／関東リソース株式会社／越谷第10団育成会／越谷第8団

奥武蔵地区 齋藤達／松平義継／山田高重／飯能第3団育成会／入間第２団

ライオンズクラブ 大宮ライオンズクラブ／加須ライオンズクラブ 有限会社雅堂

さいたま南地区
相川宗一／内木滋郎／西山繁夫／網島宗和／角尾雅也／柳生光博／渡辺修／木村正幸／大関豊寿／小野寺昭夫
岩田二郎／株式会社やすらぎ保険事務所／スミダ工業株式会社／株式会社クラフトハウス・ジー／シン建工業株式会社
さいたま第212団育成会

さいたま北地区
井原實／男澤望／新井米次郎／竹内儀治／安藤政子／青木一郎／黒田一郎／菊池清／脇田大輔／金子修／松村澄子
さいたま第1団育成会／さいたま第10団育成会／さいたま第102団育成会／さいたま第103団育成会
さいたま第105団育成会

西部初雁地区
鈴木俊明／柳下昇／井上誠一郎／山本誠一／諏訪富男／星谷光市郎／石田泰久／伊藤蔵衛／小澤弘道
増木工業株式会社／有限会社増木不動産コンサルティング／岡野運送株式会社／株式会社小寺／有限会社鯉清
有限会社シオミ／医療法人山柳会塩味病院／和光第1団育成会

（株）サイサン
株式会社サイサン／埼玉トヨペット株式会社／株式会社サイサンガステクノ／株式会社サイサンライフ
リンナイ株式会社北関東支店／株式会社デサン／株式会社アルク設計事務所／矢崎エナジーシステム株式会社埼玉支店
医療法人社団田澤クリニック／NTTスポーツコミュニティ株式会社

ロータリー
クラブ

国際ロータリー第2770地区第１グループ／さいたま新都心ロータリークラブ／上尾西ロータリークラブ
久喜ロータリークラブ／春日部ロータリークラブ／春日部イブニングロータリークラブ／桶川イブニングロータリークラブ
鴻巣水曜ロータリークラブ／熊谷篭原ロータリークラブ／新狭山ロータリークラブ

毎日興業（株）

田部井功／武藤勇／石下雅英／株式会社ジャスト／株式会社世田谷ビルサービス／株式会社ノグチコーポレーション
川田電気管理事務所／富士電機管理事務所／渡辺ポンプ機工株式会社／株式会社井上建築工学設計事務所／株式会社佐伯工務店
プリムローズセキグチ／寺木産業株式会社／株式会社サイオー／株式会社セシオ／有限会社大野デザイン
株式会社昭和総合サービス／サンコー・コミュニィ株式会社／有限会社戸口工業／株式会社ヤマショウフーズ
アイル・コーポレーション株式会社／株式会社セレモニー／株式会社ソセイ／有限会社東大宮清運／市田化学株式会社
株式会社ネギシ商会／マルキュウ株式会社／税理士法人C＆C／ティーオーサービス／株式会社大宮鍍金工業

　スカウト活動が一貫性のある進歩を重視したものとなる
よう、現行のボーイスカウト部門とベンチャースカウト部門の
進級課程を一本化（シームレス化）した新進級課程へと改定
されました。
　７月１日（日）埼玉県浦和合同庁舎 本館 講堂において日本
連盟理事、福嶋正己プログラム委員長を講師としてに説明会
が開催された。
　県内各団からBS部門、VS部門の指導者約180名が参加
した。

　５回目となる、大宮アルディージャ対サガン
鳥栖の手話応援に埼玉県連盟として参加
しました。
　障がい者の方 と々の協働行動としてのノーマ
ライゼーション運動として取り組むもので、
単なるJリーグ観戦イベントではありません。
　手話応援団約２，２００人と共にチャントを手話
で表現し応援しました。またお客様の案内、
誘導も行いました。

　埼玉県生活協同組合連合会、埼玉県ユニセフ協会
共催の第6回2017コヨットin埼玉(福島子供保養プロ
ジェクト）が8月20日から22日まで埼玉県小川元気プラ
ザで開催された。
　今年度からはユース会議からの協力もあり東日本対
策本部からと合わせて11名が支援スタッフとして福島
の子供たちとともに過ごしました。
（板谷喜代子）

ボーイスカウト埼玉県育成会県連だより
赤城乳業株式会社様がジャンボレット高萩に
『ガリガリ君』３０００本寄付頂きました
　日本ジャンボレット高萩が８月４日～９日まで開催され、日本連盟創立９５周
年記念として初めてビーバースカウトからローバースカウトまでの全部門の
スカウトが参加しました大会です。
　この大会に赤城乳業株式会社様（井上孝二育成会会長代行）より「ガリ
ガリ君」３,０００本の寄付を頂き参加したスカウト達に美味しいご褒美を頂き
ました。感謝
大宮ライオンズクラブ様より協賛金の贈呈式がありました。
　大宮ライオンズクラブ様が結成５３年を迎え、８月の例会の席上にて継続して奉仕活動の一環として当育成会に協賛金の
贈呈がありました。大宮ライオンズクラブ様からは育成会に対して長年のご支援ご協力に対して感謝状の贈呈を行いました。

平成２９年度埼玉県育成会維持会員・会費合計
（平成２９年４月１日～８月２５日）

個人・法人・
団体協力者

維持会費
総額152名様 １，２２５，０００円

平成２９年度ボーイスカウト埼玉県育成会維持会費
平成２９年４月１日～８月２５日までにご協力頂いた方々です。感謝（敬称略）

■川の国応援団
　埼玉県では県民誰もが川への愛着を持ち、ふるさとを
実感できる「川の国埼玉」の実現に向けて「川の再生」
に取り組んでいます。
　この取り組みの一貫としてボランティアで川の美化
運動を行う団体を「川の国応援団美化活動団体」として
登録し、その活動を支援しています。
　平成２９年７月現在で401団体、ボーイスカウトの登録

1

数20個団です。
　活動場所については管轄の県土整事務所に問い
合わせの上、登録をお願いします。
　問い合わせ先：埼玉県庁／
　水辺再生課　総合調整・地域連携担当
　TEL：048-830-5112
　E-Mail：a5110-01@pref.saitama.lg.jp

新進級課程の改定説明会
ボーイスカウト部門・ベンチャースカウト部門

手話応援2017手話応援2017手話応援2017手話応援2017 第６回 2017コヨット

 埼玉県連盟
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