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■平成２８年度全国大会の開催（速報） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：５月２８日（土）〜２９日（日） 

場  所：宮城・東京エレクトロンホール宮城他 

参 加 者：６８９人 

主  催：ボーイスカウト日本連盟 

開催県連盟：日本ボーイスカウト宮城県連盟 

開催協力：ボーイスカウト北海道・東北ブロック協議会 

後  援：宮城県、宮城県教育委員会、仙台市、仙台市教育委員会、（公

財）仙台観光国際協会、河北新報社、ＴＢＣ東北放送、仙台

放送、ミヤギテレビ、ＫＨＢ東日本放送 

 

◇プロローグ 

 

 開会に先立ち、東日本大震災から５年を迎えたことを機に、当時の映

像や関連曲でのバレエ披露、宮城県連盟石巻第６団加藤大和スカウトに

よる被災体験を踏まえた支援への感謝や未来への決意の言葉がありまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇開会式 

 

 村井宮城県知事、奥山仙台市長、逢沢ＢＳ振興国会議員連盟会長、井

上ＢＳ振興国会議員連盟副会長をはじめ、多くのご来賓を迎えて開会式

を行いました。村井宮城県知事より、宮城県での開催にあたっての歓迎

の言葉や震災支援の感謝の言葉、ボーイスカウトのさらなる発展への期

待を込めたご挨拶いただきました。次に、日ごろからの活動へのご理解
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に感謝し、逢沢ＢＳ振興国会議員連盟会長へ「きじ章」を、村井宮城県

知事へ「たか章」と感謝状を、今大会開催にご尽力をいただいた奥山仙

台市長へ感謝状をそれぞれ贈呈いたしました。続いて、地元選出の衆議

院議員でもある井上ＢＳ振興国会議員連盟副会長にご挨拶をいただいた

後、奥島理事長より１００周年を目指した計画についての講演を行いま

した。 

 

１．国旗儀礼・国歌斉唱 

２．おきて唱和 宮城県連盟仙台第１団 斉藤伸阿スカウト 

３．日本連盟挨拶 奥島孝康 理事長 

４．歓迎の挨拶 村井嘉浩 宮城県知事 

５．来賓紹介 

６．日本連盟役員紹介 

７．表彰 きじ章 逢沢一郎 ボーイスカウト振興国会議員連盟会長 

たか章、感謝状 村井嘉浩 宮城県知事 

     感謝状 奥山恵美子 仙台市長 

         菅原雅雄 日本スカウトライオンズクラブ会長 

         松平賴武 日本スカウトロータリアン会長 

８．来賓挨拶 井上義久 ボーイスカウト振興国会議員連盟副会長 

９．１００周年に向けて 奥島孝康 理事長 

10．連盟歌斉唱 指揮 宮城県連盟白石第１団 中橋邦ローバー隊副長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村井宮城県知事 「おきて」の唱和 

逢沢会長へきじ章贈呈 井上副会長 
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◇表彰式 

 

表彰式については、次のとおり各章をお贈りいたしました。 

 

① 公共奉仕綬／４隊 

② 褒状／ １７人 

③ 感謝盾／１人 

④ 特別感謝章／２人 

⑤ 日連感謝章／３人 

⑥ 感謝状／５人、１企業、３団体、 

１県連盟 

⑦  きじ章／１人 

⑧ たか章／ １７人 

⑨ かっこう章／３６人 

⑩ 団５０年章／代表１団 

 

【組織拡充顕彰】 

① 組織拡充優良団／代表１団 

② スカウト増加目標達成県連盟／２県連盟 

③ ビーバー隊設置率目標達成県連盟／５県連盟 

 

◇交歓会 

 

 交歓会は、逢沢ＢＳ振興国会議員連盟会長、井上ＢＳ振興国会議員連

盟副会長、高橋宮城県教育委員会教育長、ハム・ゾンハン韓国連盟総裁、

リン・ジャンツァー台湾連盟チーフコミッショナーをはじめ、多くのご

来賓を迎え、ウエスティンホテル仙台で開催しました。司会は宮城ケー

ブルテレビの佐々木レオさんに務めていただき、約４００人の参加をい

ただきました。アトラクションのすずめ踊りは会場を賑わせました。交

歓会の最後、全国大会旗が東海林宮城県連盟理事長より奥島理事長へ返

納され、平成２９年度開催県の岡田鳥取連盟理事長に手渡されました。 

 

１．開会の辞 

２．主催者挨拶 奥島孝康 理事長 

３．来賓紹介 

４．来賓祝辞 井上義久 ＢＳ振興国会議員連盟副会長 

       ハム・ゾンハン 韓国連盟総裁 

       リン・ジャンツァー 台湾連盟チーフコミッショナー 

５．鏡割り 

６．乾杯 郷家照夫 宮城県連盟先達 

７．アトラクション すずめ踊り 

８．北海道・東北ブロックの協力品紹介 

９．開催県連盟より 東海林良雲 宮城県理事長 

10．全国大会引継式 鳥取連盟 

11．弥栄三唱 膳師功 日本連盟コミッショナー 

12．閉会の辞 芳賀文蔵 宮城県副連盟長 
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◇青少年プログラム 映画上映「ＧＡＭＢＡガンバと仲間たち」 

 

 今回の全国大会では、宮城県連盟を中

心として、一般の子ども達を対象とした

映画「ＧＡＭＢＡ ガンバと仲間たち」の

上映を行いました。 

約５００人の来場があり、会場が賑わ

いました。 

 

◇全国スカウト教育会議（テーマ集会） 

 

２日目に開催した全国スカウト教育会議（テーマ集会）では、各分野、

内容の深い意見交換がされました。また、被災地見学ツアーでは植樹等

も行いました。 

 

１．視察プログラム（半日コース・岩沼植樹～閖上） 

２．視察プログラム（１日コース・津波被災地視察～石巻）  

３．セーフ・フロム・ハーム（思いやりの心を育む教育）とは何か  

４．ボーイスカウト部門とベンチャースカウト部門の進級制度の見直し  

５．全ての指導者にスキルトレーニングを  

６．今更聞けない、宗教章の取り方  

７．ローバースカウト活動とＲＣＪについて 

 

 

 

 

 

 

 

リン・ジャンツァー 

台湾連盟チーフコミッショナー 
ハン・ゾンハン韓国連盟総裁 

すずめ踊り 大会旗を受け取る岡田鳥取理事長 
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◇ぼうけん広場＆スカウティングエキスポ２０１６ 

 

加盟員以外の一般市民へ本運動の理解を広めると共に、指導者の研鑽

の場、参加者との情報交換の場として開催したスカウティングエキスポ。

今回は宮城県連盟による「ぼうけん広場」も併設して行いました。場内

外約４０のコーナーのほかに、大ホールではアウトドアメーカーにもご

出展いただきました。 

 

出展団体（順不同）／ボーイスカウト石川県連盟、ボーイスカウト鳥取

連盟、Ｍｒ.Ｔと仲間たち（宮城県連盟）、イオントップバリュ株式会社、

ＮＰＯ法人日本ライフセービング協会、ガールスカウト宮城県連盟、ヤ

マト運輸（株）、仙台中央郵便局、平成２７年度ＣＪＫプロジェクト・バ

ングラデシュ派遣、愛知ローバース会議、東京連盟山手地区・早稲田大

学・上智大学ローバー、千葉県ローバース会議、宮城ユースクルーミー

ティング、全国ローバースカウト会議、一般社団法人震災復興支縁協会

つながり、南三陸町 松野や、南三陸町 キャッツエンタープライズ、公

益財団法人岡田茂吉美術文化財団（ＭＯＡ美術館）、日本ボーイスカウト

宮城県連盟、日本スカウト切手協会、大阪連盟茨木第１団 圓入智仁、奥

州市立後藤新平記念館、日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブ、日

本スカウティングメモラビリアクラブ、早稲田大学ローバース若獅子会、

武魂盛隆士隊、酒井産業株式会社、キャンパルジャパン株式会社、パタ

ゴニア日本支社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 
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会議・委員会報告 
 

■定時評議員の開催（報告） 
 

日  時：５月２７日（金）１５：３０～１７：３０ 

場  所：宮城・東京エレクトロンホール宮城 

出 席 者：谷口評議員長、評議員２０人、参席１０人 

議事内容：１．平成２７年度の収支決算について 

２．任期満了に伴う理事・監事の選任について 

３．評議員の選任について 

４．共済事業に関する定款の一部改正について 

５．土地の寄贈について 

………………………………………………………………………………… 

■日韓首脳会議の開催（報告） 
 

韓国連盟から今年３月に新任したゴン・グヨン事務総長を含む５人が

来日し、第２５回世界スカウトジャンボリーの招致への協力と今後の日

韓国際交流プログラムについて奥島理事長をはじめとした日本連盟理事

と協議を行いました。 

 
日  時：５月２８日（土）９：００～１０：３０ 
場  所：宮城・東京エレクトロンホール宮城 
出 席 者：<韓国連盟> 

ハム・ゾンハン 総裁 
ソ・ウンベ チーフコミッショナー 
イ・ハンボク 国際コミッショナー 
ゴン・グヨン 事務総長 
ゴ・ドンイル 第２５回世界スカウトジャンボリー 

招致推進室課長 
     <日本連盟> 

奥島理事長、久米、山本 副理事長、新藤、西村 専務理事、
吉田常務理事、松平理事、小町理事、鈴木理事 

議  題：１．第２５回世界スカウトジャンボリーの招致について 
     ２．今年に行われる予定の国際交流プログラムについて 
………………………………………………………………………………… 

■臨時理事会の開催（報告） 
 

日  時：５月２８日（土）１１：００～１１：２０ 

場  所：宮城・東京エレクトロンホール宮城 

出 席 者：奥島理事長、理事１５人、監事３人 

協議事項：１．代表理事および副理事長､専務理事､常務理事､日本連盟コ 

ミッショナー､国際コミッショナー､業務執行理事の選任

について 

２．名誉会議議長の選任について 

３．日本連盟副コミッショナーおよび国際副コミッショナー

の選任について 

４．名誉役員の選任について 

………………………………………………………………………………… 



 

7                   

 

■県連盟代表者会議（第１回）の開催（報告） 
 

日  時：５月２８日（土）１５：３０～１７：３０ 

場  所：宮城・東京エレクトロンホール宮城 

出 席 者：４６都道府県連盟理事長または代理者、 

     ３９都道府県連盟事務局長または代理者 

     日本連盟 奥島理事長、他８人 

協議事項：１．平成２８年熊本地震への支援について 

２．平成２８年度からの日本連盟の体制について 

３．平成２７年度事業報告・決算について 

４．平成２８年度事業計画・予算について 

５．日本連盟創立１００周年を目指した長中期計画について 

６．維持会費のお願いについて 

７．日本連盟野営場について 

８．日本連盟各種委員会の編成と取り組みについて 

９．セーフ・フロム・ハームの導入について 

………………………………………………………………………………… 

■全国県連盟コミッショナー会議（第１回）の開催（報告） 
 

日  時：５月２８日（土）１５：３０～１７：３０ 

場  所：宮城・東京エレクトロンホール宮城 

出 席 者：膳師日本連盟コミッショナー､西村､鈴木 各副コミッショナ 

ー､村田団支援・組織拡充委員長、山内指導者養成委員長、 

福嶋プログラム委員長、増田「セーフ・フロム・ハーム」・ 

安全委員長、県連盟コミッショナー４６人（代理４人含む） 

主な内容：１．平成２８年度日本連盟事業計画 

２．平成２８年度日本連盟コミッショナー活動方針 

３．日本連盟常設委員会編成と各委員会の取り組み 

        ４．指導者養成委員会報告 

        ５．プログラム委員会報告 

………………………………………………………………………………… 

■全国ローバースカウト会議（ＲＣＪ） 

年次総会の開催（報告） 
 

日  時：５月２８日（土）１５：３０～１７：００ 

場  所：宮城・東京エレクトロンホール宮城 

出 席 者：３６県連盟 代表スカウト３６人 

議  案：１．平成２７年度事業報告に関する件 

２．全国ローバースカウト会議中長期計画に関する件 

３．平成２８年度運営委員会の編成に関する件 

４．平成２８年度事業計画に関する件 

 

平成２８年度の全国ローバースカウト会議総会が開催され、上記議案

について検討しました。また、次のメンバーでＲＣＪ運営委員会が編成

されました。 
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議 長 加藤 大貴（前年度留任枠／岩手・盛岡第５団） 

副議長 出口 裕理（前年度留任枠／千葉・船橋第５団） 

副議長 池田 章浩（中部ブロック／愛知・名古屋第８７団） 

委 員 八巻 皓仁（北海道・東北ブロック／宮城・白石第１団） 

委 員 山岸 野明（関東ブロック／神奈川・横須賀第４団） 

委 員 戸谷 明寛（近畿ブロック／大阪・堺第１５団） 

委 員 米山 一矢（中国・四国ブロック／鳥取・鳥取第２団） 

委 員 前島 礼希（九州・沖縄ブロック／長崎・長崎第５団） 

………………………………………………………………………………… 

■宗教関係者の会総会（発足総会）の開催（報告） 
 

日  時：５月２９日（日）１１：１０～１２：００ 

場  所：宮城・東京エレクトロンホール宮城 

出 席 者：会員１３人、参席５人 

議  事：１．「宗教関係者の会に関する規約」の承認について 

２．会員章の図案について 

 

 出席者の中から議長が選任され、上記議事について検討しました。  

１については承認され、２については信仰奨励委員会で再検討すること

となり、決定は委員会に一任されました。 

………………………………………………………………………………… 

お知らせ 
 

■平成２８年度夏季開設団委員実修所の 

申し込み締め切りについて 

 

平成２８年７月に開設予定の団委員実修所の参加申し込み締め切り日

は、下記のとおりとなっております。参加申し込み締め切りは、開設日

の５週間前の前日としていますので、申込書に課題研修を添えて、各締

切日までに県連盟を通じてご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

■車いすテニス世界国別選手権 参加国旗奉仕 

 

車いすテニス世界国別選手権が、有明コロシアム・有明テニスの森公

園で開催されました。先週のニュースで紹介した５月２３日（月）の  

オープニングセレモニーに引き続き、５月２８日（土）の男子１部決勝

戦開式セレモニー、および全５部門の表彰式で、ボーイスカウトが参加

全２９か国の国旗奉仕をお手伝いしました。東京連盟のベンチャースカ

ウト、ローバースカウトを中心に、数名の指導者がサポートを行いまし

た。表彰式の最後、主催者あいさつでは「ボーイスカウトのみなさまに

課程 期 数 期 間 場 所 申込締切日 

団 第 17期 
7/16～

7/18 

ノートルダム学院小学校 

山の家 (滋賀県大津市) 
6/10(金) 



 

9                   

 

感謝します」というコメントをいただきました。オリンピック・パラリ

ンピック東京開催に向けて、こうした奉仕活動の機会を増やしていける

ように取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
男子１部決勝戦会式セレモニー           全５部門表彰式 

………………………………………………………………………………… 

本日発行のニュースは９頁です。 
………………………………………………………………………………… 
ボーイスカウト日本連盟 http://www.scout.or.jp/ 

         Facebook http://www.facebook.com/scout.or.jp 
Twitter https://twitter.com/#!/ScoutingJapan 

………………………………………………………………………………… 
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