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編集後記 今回の県連だよりですが
大きなイベントが無かった

ので記事が集まらなくて大変でした。各地区
での行事等の記事をお待ちしております。
よろしくお願い致します。（ｍ）

　4月27日土曜日、JR大宮駅西口にて、さいたま第8団
と103団の総勢約100名で、上田県知事とコバトンと
共に緑の募金活動を実施致しました。
　スカウトたちの頑張りで約1時間半で多くのご協力を
いただき、108,735円の募金を集めることができました。

　富士スカウト６人が上田知事を訪問しました。
　スカウトたち一人ひとりの抱負や将来の目標などの
発表に対して知事から激励の言葉をいただきました。
終始明るくとても和やかな訪問でした。また、同日、埼玉
県議会議長も訪問しました。
　富士スカウトが議長を訪問するのは初めてです。斎藤
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富士スカウト 連盟長表敬訪問富士スカウト 連盟長表敬訪問
正明議長はボーイスカウトのブレザー姿で迎えてくれ、
議長室の案内や自らのスカウト活動体験の話をして
くださいました。

● 期間：２０１９年１０月１１日から１０月１４日（３泊４日野営）
● 場所：ボーイスカウト日本連盟那須野営場
● 申込：参加費と共に右記の書類が必要となります。
なお、詳細な開設要項はこれから発表予定です。

●ウッドバッジ研修所 
　「参加申込書（裏面：健康調査書）」
●ウッドバッジ研修所スカウトコース 
　「課題研修・課題研修まとめ用紙」
●ウッドバッジ研修所課程別研修 
　「課題研修・課題研修まとめ用紙」

必要書類

緑 の 募 金

ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 2019

世界フィギュアスケートの旗手に
　紀平選手や羽生選手がメダルを期待された今回の世界
フィギュアスケート選手権大会がさいたまスーパーアリーナ
で開催された。3月21日から４日間、表彰式の国旗掲揚を
任せていただくことができました。さいたま北地区のベン
チャー隊、ローバー隊スカウト達で、まず17日にリハーサル
をし、本番を迎えました。
　大観衆の中でメダリスト達の国旗を運び、掲揚と降納を
行いました。緊張な中でも10人が、乱れず動作を揃えられ
任を果たせたと思っています。また、奉仕スカウトも自信と
価値ある思い出をいただきました。
（ボーイスカウトさいたま北地区副委員長　武藤敦）

表彰式奉仕
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Fuji ScoutFuji Scout

富士スカウト代表 表敬富士スカウト代表 表敬
連盟長、県議会議長への表敬訪問以外に東宮御所、首相官邸・文科省への
代表表敬を行っております。
代表スカウト一覧は次のとおりです。

平成30年度 代表スカウト一覧

東宮御所

●西部初雁 川越第９団／大釜 啓輔 ●西部初雁 川越第９団／野田 遼多
●むさし 鴻巣第２団／吉田 仁晴 ●北武 坂戸第１団／石井 柊

●北武 秩父第１団／板橋 龍之介 ●西部初雁 川越第９団／二本松 太一
●さいたま南 さいたま第218団／安藤 雅連　　 
●さいたま北 さいたま第8団／加藤 太一

首相官邸・文科省

●さいたま北 さいたま第8団／芦埜 由香
●東埼玉 蓮田第1団／長田 風太　　 　　　 ●東埼玉 蓮田第1団／山﨑 健
●さいたま北 さいたま第8団／中村 晟也　
●さいたま北 さいたま第8団／丸山 誠司 ●むさし 鴻巣第2団／亀井 春香　
●むさし 鴻巣第2団／関口 啓太郎 ●むさし 鴻巣第2団／道下 晴樹

連盟長・県議会議長

伝 達富士スカウト章
平成３０年度、富士スカウト章の伝達が理事会で行われました。
富士スカウト章を取得された全員ではありませんが、伝達された時の様子です。
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　減災プロジェクト第二弾の減災キャンプが3月30日、
31日に久喜市鷲宮公民館で開催されました。
　本プロジェクトは県で主催し2017年に行ったスカウト
アフターフォーラムにて発足したプロジェクトで3年間で
スカウトに減災の意識を持ってもらうことを目的として
います。
　第二弾の減災キャンプは県内ベンチャーをターゲットに
野外活動を通して減災を意識することを目標にしており、
その中で4月から新しく加わった技能章の防災章への
チャレンジも加味されています。
　当日は23名のベンチャースカウトが集まり、いくつかの

減災チャレンジを実施しました。
　イベントを企画したスカウトも参加者のスカウトもそれ
ぞれの立場を尊重し有意義なイベントを体験したと思い
ます。
　元号が令和となる今年度いよいよ集大成となる、
「ベンチャースカウト以外にも減災を意識づける」ための
活動が計画されます。
　3年間のメンバーが入れ替わりながら継続されてきた
プロジェクトが無事に開花し収束することを期待します。
　プロジェクトに興味のあるベンチャーはぜひスカウト教育
委員会へ問い合わせください。

金賞金賞「８の字むすび」
丸山　龍太郎（3年）　西部初雁地区・川越９団

「未知との遭遇」
永澤　怜実（4年）
むさし地区・上尾１０団

2018年度 2018年度 

写真コンテスト 審査結果     

　南海トラフ地震や首都直下地震が近々起こる
と言われている今日、減災キャンプという「もっと
減災プロジェクト」二年目の集大成が無事完成し、
より一層減災を広めることができてよかったです。
　各リーダーやメンバーの仲間たち、減災キャンプ
に参加してくれた参加者の協力の元、「減災」を1人
でも多くの人に伝えることができ、ボーイスカウ
トによってできた繋がりの輪がまた一回り大き
くなったことを実感しました。
　関わったすべての方に、ありがとう。

弥栄。

減災キャンプ感想

銀賞銀賞

「そろそろ冬眠するケロ」
荒井　仁（4年）
奥武蔵地区・狭山１団

「だっぴ成功!」
印藤　音哉（4年）
西部初雁地区・川越３団

「畑のレール」
丸山　龍太郎（3年）
西部初雁地区・川越9団

銅賞銅賞

「トンボみつけたよ!!」
北原　滉大（5年）
さいたま北地区・さいたま９団

銀賞銀賞

総務企画委員会では、今年度からビーバースカウトとカブスカウトを対象とした
写真コンテストを開催いたします。各地区におかれましては、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
目 的

県連盟年次総会でビーバースカウトとカブスカウトを表彰する機会を設ける。

注意点
・スカウト活動中の撮影ではなく、合間を利用して撮影の機会を与えてください。
・撮影に熱中しすぎて怪我などの無いように、安全には十分配慮してください。
・スカウトが「発見」したものの撮影はどなたが行っても良いこととします。
・県連審査に提出された写真の権利は、埼玉県連盟が所有するものとします。

応募要項
参加対象：

写真サイズ：

応募用紙：

提出枚数：
応募締切：
県連審査：
県連表彰：

ビーバースカウト、カブスカウト
写真には「タイトル」を付けて提出してください。
※撮影対象は自然物以外でも構いません。
２Lサイズ
※写真用紙での提出をお願いします。また、デジタルカメラ
　やスマートフォンで撮影した作品については、データも
　併せて提出していただけると幸いです。
指定の応募用紙に写真を貼り、写真のタイトル、
所定の項目を記入の上地区総務企画委員長まで
提出してください。
※各団から地区への提出枚数は、各地区総務委員長の
　指示に従ってください。
各地区ビーバー対象３枚、カブ対象３枚
各地区の20２0年1月度地区協議会
２０２０年3月度県連理事会
２０２０年度県連盟年次総会

テーマ
スカウトが写真への興味を持ちつつ、撮影しやすいテーマとして「発見！」とし
ました。スカウト自身が発見したものをリーダーに伝え、リーダー及び保護者、
もしくはスカウト自身で撮影してください。

「発見！」

2019年度写真コンテスト開催のお知らせ

ご不明点については、各地区総務企画委員長までお問い合わせください。

佳　作
さいたま２１２団　丹羽　優介（5年）「家から見える富士山」
さいたま２１８団　今井　陽　（4年）「SOS！車のタイヤの上で鳴く子ねこを救え!!」
さいたま２１８団　鈴木　宗磨（5年）「かまくら大仏様のせ中にまどがある」
さいたま２０９団　佐藤　陸　（4年）「ボーイスカウト募集中の自動販売機発見！」
さいたま２０１団　小笠原武琉（3年）「ゴールへのカギはこれだ！」
さいたま１０団　 飯島　悠成（3年）「わらの家」
さいたま１０４団　松下　櫂土（4年）「発見大仏のせなかのあな」
さいたま１０４団　黒田　直介（4年）「運転お疲れ様でいたがエル」
さいたま８団  　 石井　潤　（4年）「１月に咲いた梅」
草加８団　　　　梅沢　拓生（4年）「この指、と～ま・・・・・った!!」
草加８団　　　　鈴木　康太（5年）「しかの足あと発見!!」
草加８団　　　　鈴木　勇太（5年）「富士山発見!!」
草加８団　　　　荒木孝太郎（4年）「頂上に着いたぞ!!」
草加８団　　　　渡辺　陽斗（3年）「ちょうじょうをめざせ!!」
戸田１団　　　　池上　太一（5年）「クモの空中散歩」
戸田１団　　　　村川　颯一（3年）「つるが、まきついているふしぎな木」
戸田１団　　　　横川あさひ（3年）「きのこがならんで? 一、２，３!!」
戸田１団　　　　髙杉　駿冴（5年）「生まれたての月」

鴻巣４団　 田島　愛桜（5年）「こんな大きなさつまいも"（発見）"」
上尾１０団　永澤　怜実 （4年）「みつけた」
上尾１３団　相澤　直生 （5年）「雲（夏キャンプ野辺山にて）」
上尾１３団　鈴木　萌華 （4年）「JR最高地点“幸せの鐘”（夏キャンプにて）」

さいたま
南地区

ひがし
地区

さいたま
北地区

みなみ
地区

むさし
地区

所沢５団　 滝澤　湧万 （3年）「目がいっぱい!!」
所沢５団　 幸村　海翔 （3年）「かぎ穴み～つけた!!」
狭山２団　 丹羽　大也 （5年）「！レア標識「発見！」」
飯能３団　 井上　知浩 （3年）「鼻の孔!!」
川越１０団　中村　絢音 （4年）「だるまの大ぼうけん」
川越３団　 大垣　正仁 （5年）「命をだいじに」
宮代１団　 岡田　奏那 （5年）「発見!セミの羽化!」
久喜１団　 小川　雅貴 （3年）「くつろぐ鳥たちと池に映る紅葉」
熊谷２団　 植木　希音 （5年）「自然の力は偉大！（お城の石垣から草が）」
坂戸１団　 加島　遼　（3年）「びっくりはっけんいど」
坂戸１団　 谷口　智聡 （5年）「こんな所に大きなきのこ」
熊谷２団　 横山　響来 （5年）「寒い朝」
行田１団　 江森　文秋 （3年）「「あれ何?」家でヤモリ発見!!」

奥武蔵
地区

西部初雁
地区

東埼玉
地区

北武
地区
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みなみ地区 浅倉祥弘／榊勝次／川口第１９団

さいたま北地区 井上久雄／神田三枝／川島英正／中井祐幸／菊池清／細井京逸

北武地区 宮根健治／高橋義人

東埼玉地区 鈴木泰二郎／斎藤政之／久喜第２２団／春日部第１０団／春日部第７団育成会／加須第１団育成会

西部初雁地区 安藤和広／朝霞第１団育成会

奥武蔵地区 時計一利／浅見弘明／新和男

毎日興業（株） 毎日共栄会８５社／株式会社昭和綜合サービス

(株)サイサン 株式会社ジェイコムさいたま

ロータリーライオンズ
各クラブ 熊谷籠原ロータリークラブ

コカ・コーラ コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

ボーイスカウト埼玉県育成会県連だより
２０１９年度ボーイスカウト埼玉県育成会総会開催

平成３０年度ボーイスカウト埼玉県育成会維持会費
平成３０年１１月２６日～平成３１年３月３１日までにご協力頂いた方々です。感謝

埼玉県育成会では『埼玉県育成会維持会員』『埼玉県育成会特別維持会員』を募集しています。
多くの方々のご支援をお願い致します。

維持会員

郵便振替 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 特別維持会員 １口：50,０００円

00500-１-２４８０７　
ボーイスカウト埼玉県育成会

　平成３１年４月１３日にボーイスカウト埼玉県連盟にて２０１９年度
ボーイスカウト埼玉県育成会総会が開催され全ての議案が承認
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。
　また県連盟執行部と県連盟事業等について打ち合わせを行った。

　『僕たちはもっと元気になれる♪笑顔になれる♪大きく
なれる♪』をテーマに『地区として今まで原隊ではなかなか
実施できなかったプログラムを地区キャンポリーのなかで
実施し、各団のスカウト同士がお互いの長所短所を自覚
しお互いに刺激を受けてスカウト技能の向上をはかり、
スカウト同士の仲間意識を深め、むさし地区のスカウト
活動を盛り上げる一つの契機にする』を目的として、鴻巣

市川里中央公園にて平成31年4月29日から令和元年
5月4日（5泊6日）まで開催されました。
　この地区キャンポリー大会は、宿泊者リーダー・スカウト
計66名、日帰り参加数込みでは約８０名の参加となり、
5泊６日の日程で事故無く、パイオニアリング章３名
の認定者を得て、無事に終了致しました。

　２月３日所沢市こどもと福祉の未来館において、
所沢市長の藤本正人様、埼玉県議会議員岡田しずか
様をお迎えし、埼玉大会が総勢１３０名で催された。
　会場は開設されたばかりの真新しい会場で暖房
もあり、大変盛り上がった。
　今年度は日米大会が開催されず、県大会での終
結となりました。

議　　題

むさし地区キャンポリー2019むさし地区キャンポリー2019

PINEWOOD DERBY SAITAMA TOURNAMENT
パインウッド・ダービー埼玉大会パインウッド・ダービー埼玉大会

❶平成３０年度事業報告について　❸２０１９年度事業計画(案)について
❷平成３０年度収支決算について　❹２０１９年度収支予算(案)について

出席役員
常任顧問代理：松本丈太郎((株)サイサン)
会長：相川宗一　副会長：鈴木俊明・西山繁夫
理事：木村正幸・三日月勝三・勝部紀一・田中政司・菊地英雄・柳下昇・時計一利　
監事：亀井實・浅倉祥弘　　　事務会計：角尾雅也（県連事務局長）
県連盟出席者 副理事長：柴藤健一・板谷喜代子

平成３０年度埼玉県育成会特別維持会員・第１７回日本スカウトジャンボリー協賛者

平成３０年度埼玉県育成会に対して多くの個人様・法人様・団体の様から多大のご支援ご協力を頂き誠に
有難うございました。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。感謝申し上げます。
個人・法人・団体の協力者 373名様 維持会費総額 ４,660,０００円

平成３０年度に特別維持会員様として多額のご支援を頂きました。感謝
　埼玉トヨペット株式会社／株式会社サイサン／毎日興業株式会社／赤城乳業株式会社／秋山建材工業株式会社／株式会社伸和熱処理
アサヒロジスティクス株式会社／株式会社丸一／医療法人社団宗仁会 武蔵野病院／富士電機株式会社／ライフパートナー株式会社
　
第１７回日本スカウトジャンボリー特別協賛者様として多額のご支援頂きました。感謝

個人 鈴木俊明／栗原均／田中政司／三日月勝三

会社 東上ガス株式会社／サクラ建設株式会社／株式会社並木産業／株式会社ティーケー大竹

団体 一般社団法人埼玉県経営者協会
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