
 

 ボ－イスカウト日本連盟創立90周年記念事業 

第11回日本アグ－ナリ－派遣 
（国際障がいスカウトキャンプ大会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本アグーナリーは、４年を周期に、障がいのあるスカウト（特別な配慮

を必要とするスカウト）が相集い、海外を含めた多くのスカウトたちとのキ

ャンプ生活を通じて、スカウト仲間としての心の触れ合いと共通体験の中

から、明るい希望を持って積極的に社会生活に参加することを目的に開

催されました。日本アクーナリ－は単に障がいのあるスカウトだけの大会

でなく「共生する社会」にあって障がいのあるスカウト・健常者の分け隔て

なく、全参加者がキャンプ生活や奉仕活動を通じて共に生きることを学

ぶ「学習の場」として広く社会に開かれた大会を目指し行われました。 

8月5日（日）は秋篠宮殿下・妃殿下さまがお成りになり、プログラム会場を

視察そして代表スカウトと御歓談され、「近江の夕べ」開会式に御臨席を

賜りお言葉頂き、夜店を視察されました。 

 

大会期間： 平成24年8月2日（木）～6日（月） 

テ － マ:  Ｗｅ Ｃａｎ！ あなたといれば・・・・ 

大会会場： 滋賀県希望が丘文化公園 

 

大津第20団派遣者（９名） 

参加隊隊長（引率責任者） 丸山尊生君、ＢＳ隊副長（ＲＳ隊員） 

     ＶＳ          清水 彩加さん、ＶＳ隊員 

     ＶＳ          平野 鉄馬君、 ＶＳ隊員 

     ＢＳ          竹腰 侑馬君、 ＢＳ隊員 

     ＢＳ          上田 航也君、 ＢＳ隊員 

本部スタッフ         上田 幹夫様、 団委員長 

本部スタッフ         羽田 充宏様、 ＢＳ隊長 

本部スタッフ         羽田 静さん、 ＣＳ副長（ＲＳ隊員） 

本部スタッフ         羽田健太郎君、ＶＳ隊員 
 

 

「場外プログラム班としての参加」 

ボ－イ隊隊長 羽田充宏 

 

初めて全国規模の大会の準備を担当しました。「準備室」として

１年前から何度も会議をし、私は２つのプログラムを受け持ったの

で、単独下見と現地での打ち合わせがそれぞれ2回と準備は大変で

したが、こういう全国大会では今までも誰かがこういう準備をして

いてくれたのだなということを実感しました。ちょうど仕事の忙し

い時期と重なり思うように準備を進めることができず、徳永班長に

はとてもご迷惑をおかけしてしまいました。班長に感謝です。 

 

場外プログラム当日は、ローバースカウトの長女と「琵琶湖博物

館見学と外来魚釣り」を担当しました。内容や参加人数が固まりつ

つある中で、場外プログラムの中で最も参加人数が多く、オースト

ラリアとシンガポールの外国隊がすべてここに参加するので言葉

の心配はないだろうか、炎天下の釣りで熱中症が出ないだろうか、

楽しんでもらえるだろうか、と不安の毎日でした。 

 しかしサポートメンバーも最大のプログラムでした。地元の湖西

地区のみなさんが25名で全面的に支援をしてくれました。事前の現

地打ち合わせをし、ゴムボートや救命胴衣、浮き輪を準備しての安

全対策、熱中症予防のための飲み物や氷の用意、マーキーテントの

設営、昼食後のヨシ笛作りの指導、タイムキーパーなど自発的に参

加してくれました。 

スカウト関係者ばかりではありません。NPO瀬田川リバプレ隊の皆

さんが10名で、参加スカウト全員が１匹以上の釣果があるように工

夫してくれましたし、地元の大学生とベンチャースカウトの次女も

通訳として参加してくれました。 

 参加者全員がとても楽しんでくれたようです。サポートのみなさ

んの力がなければこうはいきませんでした。オーストラリア隊の女

性隊長は何度も、「Great!」「Exciting!」と言ってくれました。閉会

式では外国スカウトがもう一度琵琶湖で釣りがしたいと言ってく

れたのが何よりうれしかったです。 

当日に担当できませんでしたが、準備段階で担当したプログラム

の「比叡山延暦寺参拝」でもやはり大津第12団の皆さんに全面的に

サポートいただきました。２回の現地打ち合わせ、当日も早朝から

の準備と、案内から講話、座禅体験までのフルサポートでした。 

私の原隊からは参加隊としてボーイ隊、ベンチャー隊から４名の

スカウトと、ローバースカウト１名が指導者として参加しました。

ボーイ隊員の一人はフライングディスクで表彰を受け、隊長として

嬉しかったです。長男もチャレンジクルーとして参加しましたので、

家族としてもアグーナリーを楽しむことができました。滋賀の夕べ

では出店の応援をしていた時に秋篠宮殿下と直接お話することが

できたこともおおきな思い出です。 

 すべてのことが良い経験でした。一緒に活動したみなさんに感謝

します。スカウトとしての自分自身の財産が増えたことを実感でき

たアグーナリー大会でした。 

 

 

 ボ－イスカウト日本連盟創立90周年記念事業 

第11回日本アグ－ナリ－ 

近江（滋賀）の夕べ 
 

第１１回日本アグ－ナリ－において、最終日の前日の夕刻に「近江

（滋賀）の夕べ」を開催されました。 

この「近江（滋賀）の夕べ」は開催県連盟（滋賀連盟）が主催で、

夜店を出店し、参加している全員が、交流を深め、今後も相互理解

に向けて活動することを目指し開催されました。 

 

開催日時： 平成24年8月5日（日） 17時～20時 

開催会場： 滋賀県希望が丘文化公園 

 

「第11回日本アグーナリー近江の夕べに参加して」 

ビ－バ－隊副長 野上 三枝 

 

8月5日、第11回日本アグーナリー「近江の夕べ」に女性指導者の

集い出店スタッフとして参加しました。会場へ入ると真っ先に目に

飛び込んできたのは希望が丘の緑に映えるたくさんのカラフルな

旗。初めて参加するアグーナリーへの期待感が徐々に高まってきま

した。 

また、外国のスカウトたち、指導者のかたも数多く見受け、あら

ためてスカウト活動は国際的なものだと感じました。私たち女性指

導者のブースでは簡単なゲームや木製のバードコール、チーフリン

グ作りなど皆でアイデアや技術を持ち寄り、参加されたかたに少し

でも喜んでいただきたいという思いをもって今年初めから準備を

始めました。 

今日までに数多くの打ち合わせや作業を重ねたスタッフの皆さん

のお蔭で無事出店できたことが嬉しくて、今日は絶対にアグーナリ

ー参加の皆さまに心から楽しんでいただこう！との思いも新たに

午後からそれぞれ担当箇所の準備を進め、夜店の開店時間を今か今

かと待ちました。私の受け持ちは「スマートボール」。点数を書い

た大中小の段ボール箱にボールを転がし入れ得点を競うという極

めてシンプルなゲームです。いよいよ夜店が始まった直後、秋篠宮

様 紀子様、眞子様が私たちのブースの前においでになり、なんと

「スマートボール」を始められたのです。お三方とも終始和やかに

微笑まれ、最後に私たちに「ありがとうございます」とお声を掛け

てくださり本当に感激してしまいました！その後は沢山のかたが

私たちのブースに来られ夜店は大忙し。あっという間の時間でした。

中でも障がいを持ったスカウトたち、それを支える方々が本当に楽

しそうな表情で一生懸命ゲームをする姿に私は感動し胸が熱くな

りました。この夜目にした風景を私は一生忘れることはないでしょ

う。                            

 アグーナリーに参加しなければ出来ない貴重な経験をさせてい

ただいたことに対し深く感謝しています。ご参加いただいた皆様、

開催、運営にご尽力いただいたすべての皆様、本当にありがとうご

ざいました。 

 

草   

原 

NO.337 
 

BS大津20団 題 青山繁隆元育成会会長 

 

 

  2012-10-5              事務局 534-7294 



「学生ボランティアとしての一日」 

 

ベンチャー隊 羽田 瞳 

 

 今回、第11回日本アグーナリー大会に場外プログラムの学生ボラ

ンティアとして参加しました。今大会には、大学の試験日程が大会

日程に被り、参加隊としても奉仕隊としても参加することができず

残念に思っていました。しかし、姉が本部スタッフとして場外プロ

グラムを担当しており、学生によるサポートを募集していたため学

生ボランティアとして8月4日の一日だけ参加することができまし

た。 

 私がボランティアとして参加したのは烏丸半島での外来魚釣り

のプログラムでした。参加したスカウトたちの中には、初めて釣り

をする子や大量のブルーギルを釣り上げている子など様々でした

が、どのスカウトも楽しんでいるように感じました。 

また、午前と午後にそれぞれオーストラリアとシンガポールから

のスカウトがいました。私は大学で英語を勉強しているので、外国

人スカウトと触れ合うことができてとても良い経験となりました。 

今回はボランティアという形での参加となりましたが、今度機会

があったときには奉仕隊としてみんなの思い出作りのお手伝いを

してみたいです。 

 

 

 

 

平成２４年度 

滋賀連盟スカウトフォ－ラム 

 
平成２４年度滋賀連盟スカウトフォ－ラムが開催されました。 

本年は全国スカウトフォ－ラムへの代表選出もかねています。 

ロ－バ－スカウトには、先輩としてフォ－ラムのサポ－トとして参

加しました。 

             記 

 

 日  時  平成２４年９月２２日（土）～２３日（日） 

 場  所  高取山ふれあい公園 山の家 

犬上郡多賀町大字藤瀬1090-1 

 TEL:0749-49-0635 

 集合時間  22日(土)午前１０時 

  解散時間  23日(日)午前１１時 

 参加費   2,000円(食事代及び宿泊費の一部) 

 参加者   スカウト11名、 

       大津第２０団からは4名参加 

ご苦労様でした。 
 

 

 

 

団行事 

上進・入隊式 

 
平成２４年９月２日（日）平成２４年度上進・入隊式式典を南郷

公園にて行いました。 

午前８時４５分集合にて開催いたしました。 

前日、ベンチャ－隊とボーイ隊が製作した竹で作った歓迎のブリ

ッジを設置し平成２４年度上進・入隊式の式典が始まりました。 

羽田ボ－イ隊隊長の進行で国旗儀礼、国歌斉唱、上田団委員長の

挨拶、平成２４年度の各隊の隊長を任命・紹介、各隊長は隊の指導

者を任命紹介されました。 

入隊式では、ビーバ－隊新入隊者２名（裏本瑛香さん、上田爽馬

君））歓迎のブリッジを乗り越え裏本ＢＶＳ隊長前へ、裏本ＢＶＳ

隊長より歓迎のことばを受け、帽子・チ－フを授与され、左手を隊

旗に右手でビ－バ－サインしてやくそくをしました。 

皆より歓迎エ－ルが送られ歓迎されました。新入隊おめでとうござ

います。 

続いて、上進式ではカブ隊よりボ－イ隊へ１名（竹腰毬乃さん）が

上進、歓迎のブリッジを乗り越え丸山ＢＳ隊長前へ、羽田静ＣＳ隊

長は丸山ＢＳ隊長に上進章修了と上進への言葉、丸山ＢＳ隊長は歓

迎の言葉、そしてボーイチ－フを授与され、皆よりエ－ルが送られ

各班へ歓迎されました。 

続いてボ－イ隊よりベンチャ－隊へ１名（平野駿介君）が上進、

歓迎のブリッジを乗り越え羽田ＶＳ隊長前へ丸山ＢＳ隊長は羽田

ＶＳ隊長に上進章修了と上進への言葉、羽田ＶＳ隊長は歓迎の言葉、

ベンチャ－バッジを授与され、皆よりエ－ルが送られ歓迎されまし

た。 

続いてベンチャ－隊よりローバ－隊へ１名（羽田瞳さん）が上進、

歓迎のブリッジを乗り越え知識ＲＳ隊長（代理上田団委員長）前へ

羽田ＶＳ隊長は知識ＲＳ隊長（代理上田団委員長）に上進章修了と

上進への言葉、知識ＲＳ隊長（代理上田団委員長）は歓迎の言葉、

ローバ－帽章を授与され、皆よりエ－ルが送られ歓迎されました。 

誓いの式では、丸山ＢＳ隊長が、親ロ－ソクを燭台に献火してス

カウト章に敬礼して式典が進みました。 

ボーイ隊へ上進したスカウト（竹腰毬乃さん）は、ボーイスカウト

の制服に着替えて、歓迎のブリッジを乗り越え丸山ＢＳ隊長前へ、

スカウト章に敬礼して燭台のロ－ソクに献火、丸山ＢＳ隊長前にて

ボ－イ隊旗に左手を添えて、右手にてスカウトサインをしてＢＳの

誓いを唱和しました。 

ひきつづき、新指導者の誓いの式が行われました。 

新指導者（中村大輔ＣＳ副長、米田喜恵ＣＳデンリ－ダ－）は、上

田団委員長前へスカウト章に敬礼して燭台のロ－ソクに献火、上田

団委員長前にてボ－イ隊旗に左手を添えて、右手にてスカウトサイ

ンをしてＢＳの誓いを唱和しました。 

誓いの式が厳粛に執り行われ、上進・入隊式が修了いたしました。 

この一年間、スカウト達が楽しく活動が出来るよう頑張ってまい

りたいと思います。皆様のご協力、ご支援をお願い申し上げます。 

お忙しい中ご出席下さいましたご父兄の方々そして指導者の方々

ありがとうございました、御礼申し上げます。 

         

団委員長 上田 幹夫 

 

 

入 隊 お め で と う ! 

 
    われわれスカウトは君の入隊を歓迎します。 

    いやさか   いやさか   いやさか 

 

ビーバ－隊 裏本 瑛香 さん 

ビーバ－隊 上田 爽馬 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    上 進 お め で と う ! 

 

ＣＳ隊～   竹腰 毬乃 さん     

ＢＳ隊へ   

            

ＢＳ隊～   平野 駿介 君    

   ＶＳ隊へ         

ＶＳ隊～   羽田 瞳 さん    

   ＲＳ隊へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 団・隊指導者 

 
隊指導者  平成24年度      団委員    平成24年度

  

ＢＶ隊長  裏本 陽三      団委員長   上田 幹夫 

 副長  平野美由紀      副団委員長  久西 璋郎 

  副長  野上 三枝      副団委員長  知識 優俊 

副長補 裏本 円香      名誉顧問  ＊川瀬 庄平 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-  久西 璋郎      育成会長  ＊川口 正徳 

ＣＳ隊長  羽田 静       団委員    宮本 一郎 

副長  黒川 裕二      団委員    吉川 幸宏 

副長  宮本 一郎      総務    ＊上田 幹夫 

副長  羽田 充宏      会計     野上 三枝 

副長  浅原 美楊子     庶務     羽田 薫  

副長  中村 大輔      会計監査   大橋 輝夫 

副長補 羽田 瞳       会計監査   嵯峨 登 

ＤＬ  米田 喜恵        

ＢＳ隊長  丸山 尊生       

副長  羽田 充宏      

副長  清水 光恵            

副長  小野 修司郎                   

  副長  藤田 純一                

ＶＳ隊長  羽田 充宏                    

副長  上田 啓介               

ＲＳ隊長  知識 優俊 

 

 

 

 

 

団行事  

スカウトの日 
 

テーマ「地球大好き！ I Love the Earth.」、地球まるごとキ

レイにしよう！ 

全国の加盟団・隊のスカウト・指導者が地域社会への奉仕活動を

はじめ、さまざまなスカウト活動を全国の各地域において一斉に展

開し、加盟員一人ひとりが地域社会に貢献するとともにスカウト運

動が地域社会に根ざした実践活動であることを広く社会にアピ－

ルすることを目的に「スカウトの日」を実施されます。 

平成元年から「スカウトカントリ－大作戦」として全国で開催し

てきました「スカウトの日」は、平成２１年度から「地球大好き！

I Love the Earth.」を合言葉として開催しています。 

私たちの星、地球、スカウト一人ひとりが、今の地球上に起こって

いる問題について考えながら、それぞれの地域で、それぞれのやり

方で行動することが期待されています。私たちの社会と地球環境の

未来に向けてできることから行動を開始しよう。 

力をあわせて、「地球まるごとキレイにしましょう！」また、「ス

カウトの日」は世界のスカウト運動でも取り組んでいる「クリー

ン・アップ・ザ・ワールド」に登録して活動します。 

「クリーン・アップ・ザ・ワールド」とは、１９８９年、ヨットマ

ンのイアン・キアナン氏の発案によりオーストラリアで始まった活

動で、地域社会をベ－スにした環境キャンペ－ンで世界中のあらゆ

る場所で、個人及び地域社会が周りを清掃し、健全な生活環境を整

えようというものです。 

国連環境計画の協賛を得たプログラムで、１１０以上の国から約

３５００万人のボランティアが参加しています。 

ビ－バ－隊・カブ隊・ボ－イ隊・ベンチャ－隊全員で南郷公園内

と南郷公園から平津までと南郷公園から岡の平までの瀬田川沿い

周辺の清掃活動奉仕を行いました。 

今回もみんな頑張ってゴミを回収しました。 

昨年と同様回収された空缶の数は予想より少なかった、良いこと

だ！ 

スカウト達も環境についての意識が大いに高まってくれるよう今

後も活動を続けていきたいと思います。 

ご父兄・指導者の皆さんご奉仕ご苦労さまでした。 

日頃からポイ捨てをしないようにご協力をよろしく。 

   

           記 

  日  時  平成２４年９月１７日（月祝）（小雨決行） 

  場  所  南郷公園 

  集合時間  南郷公園午前９時(時間厳守) 

  活  動  清掃奉仕、南郷公園内から瀬田側沿い周辺 

参 加 者   ３３名 

回収ゴミ数   ｶﾝ  ﾍﾟｯﾄ  ﾋﾞﾝ  燃える 不燃   

         25本 30本 1袋  4袋  4袋   

 

 

 

 



『友情バッジ授与』 
 

  銀色バッジ： ボ－イ隊   上田 航也 君 

 

       おめでとうございます。 
 

「ひとりでも多くの青少年にスカウト運動を」のスローガンのも

と、ボーイスカウト日本連盟では組織拡充顕彰として「友情バッジ」

を制定し、既に加盟しているスカウトが友だち等をボーイスカウト

活動に参加させる活動を奨励しています。 

 日本ボーイスカウト滋賀連盟ではこの制度を活用し、スカウト運

動に参加する仲間を増やしたスカウトには、日本ボ－イスカウト滋

賀連盟理事長より友情バッジを交付されました。 

 

【顕彰バッジの種類】 

  銅色友情バッジ  １名以上のスカウトを入隊させた者 

  銀色友情バッジ  ３名以上のスカウトを入隊させた者 

  金色友情バッジ  ５名以上のスカウトを入隊させた者 

  【銀色及び金色友情バッジは、すでに授与済みバッジの対象人

数を通算して当該バッジを授与することができます】 

  【例えば自分の兄弟や姉妹などが入隊した場合にも授与の対象

とすることができます】 

 

 

 

 

活  動 

    予  定 

 

 

 第3１回 

 育 成 会 総 会 
 

三指、 

 平素は大津第２０団の活動に格別のご支援、ご協力を賜りまして

誠に有難うございます、厚く御礼申し上げます。 

 さて、第３１回（平成２４年度）大津第２０団育成会総会を下記

の通り開催いたしたく予定いたしております。 

ご多忙のこととは存じますが是非ご出席下さいまして育成会・団・

隊などについてのご意見を賜りたく存じます。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

        いやさか 

          記 
 

   日  時  平成２４年１０月１４日（日） 

   場  所  南郷市民センタ－ ３階ホ－ル 

   時  間  午後１９時～ 

   議  題  ＊ 平成２３年度 事業活動報告 

    ＊   々    会計決算報告 

＊ 平成２４年度 事業活動計画 

＊   々    会計予算報告 

 

        育成会会長 川口 正徳 

 

 

第16回日本ジャンボリ－ 

参 加 説 明 会 

 
第１６回日本ジャンボリーが来年開催されます。4年に一度の全

国規模の大会ですのでできるだけ多くのスカウトに参加してもら

いたいと思い、下記のように説明会を開催します。 

参加できるスカウトはボーイスカウト２級以上です（参加日まで取

得すればＯＫです）。スカウトと保護者の方と一緒にご参加くださ

い。 

２０１５年には日本で第２３回世界ジャンボリーが開催されます

から、今回参加できる年齢に達していないスカウトとその保護者の

みなさんも今後を見越してぜひご参加ください。 

 

記 

 

日  時：10月14日(日)17：30～19：00 

場  所：南郷市民センター３F大会議室 

内  容：①前回第15回日本ジャンボリーの記録ビデオ鑑賞 

        ②参加経験スカウトの感想 

        ③今回の第16回日本ジャンボリーの説明 

 

 

 

 

ＢＳ隊・ＣＳ隊・ＶＳ隊 特別隊集会（近隣奉仕） 

元気なんＧＯｽﾎﾟ-ﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

 

１０月７日（日）南郷小学校運動場にて元気なんＧＯスポ－ツフェ

スティバルが開催されます。 

開会式の国旗・学区旗・プラカ－ド等を持って入場行進にベンチャ

－隊とボ－イ隊とカブ隊が奉仕参加致します。 

国旗、体振旗掲揚と降納はボーイスカウトが担当します。 

地域の方々にボ－イスカウト活動を理解してもらい、スカウト活動

のＰＲに役立てたいと思います。 

 

   日  時  平成２４年１０月７日（日）雨天8時00分連絡 

   場  所  南郷小学校グランド （雨天８日延期不参加） 

   集合時間  午前８時３０分（厳守） 

   持つもの  制服・ベレ－帽・チ－フ・進歩記録帳 

         そなえよつねに 

行程 

   入場準備 8：45 整列 

開会式  9：00 選手入場（プラカ－ド持ち） 

            国旗・体振旗掲揚 

  閉会式  16：00 国旗・体振旗降納         

 

＊ 詳細は後日隊より連絡いたします。 

 
 

 

大津市要請 

第１１回生涯学習フェスティバル 

 

   日  時  平成２４年１０月２０日（土）10:00～15:00 

   場  所  びわこ大津館 

 

趣旨 

近年、人と人とのつながりが希薄となり、人々が孤立化するなど地

域共同体の基盤が揺らいでおり、こうした現状に対し、新しい人間

関係づくりや地域共同体の再生の条件づくりを支援していくこと

が求められている。 

生涯学習を推進する関係団体や子どもの体験活動を支援するボラ

ンティア等の活動をを基盤として、情報交換や学習活動の成果発表

などを通じ、学びのネットワ－クを広げ、相互交流を一層広げると

ともに、市民一般を対象にした現代的課題の学習の場を設けること

により、市民との交流や新たな発見、連携を創出する。 

ボ－イスカウト参加協力内容（奉仕者は午前８時３０分集合） 

 

Ａ、体験コ－ナ－「くらしに役立つロ－プワ－ク」 

    えび結び・・・・・細ロ－プで結び方を指導 

    出来たえび結びを持ち帰ってもらう 

Ｂ、料理コ－ナ－「ツイストパン（ねじりパン）」 

    ツイストパンを子供達が作り、食べる体験 

Ｃ、展示コ－ナ－「ボ－イスカウトのＰＲ」 

    ＢＳのＰＲパネル、リ－フレット等、会場に展示 



 

 

団行事・ 特別隊集会（近隣奉仕） 

瀬田川クリ－ン作戦 

（瀬田側水辺協議会） 琵琶湖河川事務所 

 

    日  時   平成２４年１０月２８日（日）（小雨決行） 

                     午前８時３０分～１０時００分 

集合場所   南郷公園前の南郷洗堰バス停川より付近 

（右岸） 午前８時３０分 

         南郷公園駐車場は午前８時３０分から門 

が開くので注意 

    清掃場所 南郷洗堰バス停付近（右岸） 

    各隊   参加者名簿を当日提出の為用意して下さい。 

       （受付簿を用意されていますので、参加者の氏名 

住所を記入するので必要） 

        （万が一の保険の支払いに必要） 

    スケジュ－ル 

    ８：３０  集合及び清掃開始  （参加者名簿提出） 

    ９：３０  清掃終了（ゴミの仕分け） 

   １０：００  清掃終了及び解散  （一口カ－ド記入提出） 

        ゴミの分別方法（河川事務所の職員から説明があ

ります） 

 

＊ 詳細は後日隊より連絡いたします。 

 

 

 

 
大津第２０団懇親バ－ベキュ－大会 

 

   日  時  平成２４年１０月２８日（日）12:00～15:00 

   場  所  桐生若人の森キャンプ場 

   対  象  大津第20団ご父兄、指導者 

   参加費   大人2,000円（ご夫婦参加2人2,000円） 

大学1,000円 

子供同伴：中・高校生500円、小学生無料、 

   持ち物   食器、コップ、割り箸、マイチェア 

         駐車料金は1台500円です（各自でお支払い） 

   申込み   10月12日（水）羽田ＢＳ隊長までメ－ルで申込 

         ｱﾄﾞﾚｽ：m.haneda－h300tu@ezweb.ne.jp 

   お願い：飲酒運転は絶対におやめ下さい。ハンドルキ－パ 

       －を決めて乗り合いでお越しいただくか、ＪＲ草 

       津駅から帝産バス（所要時間30分、上桐生下車） 

       をご利用下さい。 

 

＊ 詳細は後日隊より連絡いたします。 

 

 

 

 

県連主催 第２９２回  

  ス カ ウ ト 講 習 会 

 

 日  時  平成２４年１１月４日（日）9:30～16:30 

 場  所  天台宗務庁 ２階 中会議室 

        大津市坂本4-6-2 

        ＴＥＬ：077－579-0022 

 目  的  スカウト教育の原理と基本的な方法について、活動

の体験を支えながら理解を深めていただくことを

目的とする。 

 受講費   1200円(配布資料、指導者手帳、指導者訓練修了証 

       昼食弁当）、 

 参加資格  満１８歳以上の方でスカウト運動の指導者になろ

うとする方およびスカウトの保護者の方、スカウト

運動に関心のある方。 

 持ちもの  筆記用具 

  服  装  軽い運動が出来る服装（ネッカチ－フを含め、制服

は必要ありません） 

 その他   開催中「託児所」を設けています。参加される方は、

子どもさんを預かってほしい方は、人数と年齢を書

いて、事前に連絡、食事等は実費となります。 

 申  込  上田団委員長まで 

 参加予定  ＣＳ隊：中村大輔副長、米田喜恵ＤＬ、 

     育成会会費・団費 

     集金のお願い  

 

平成２４年度も新しい隊員およびリ－ダ－のもとにて活動が始ま

っています。 

つきましては、今年度の育成会会費・団費を集金致しますので宜し

くお願い申し上げます。 

後日、各隊より連絡して集金致します。 

 

 

○育成会会費「育成会会則第４条」 

①正会員は年額２，０００円 （複数の場合は一所帯 2,000円） 

②賛助会員は年額(一所帯)２，０００円以上 

正会員とは大津第２０団に属する隊員の保護者賛助会員とは

正会員でない者で育成会・団の目的に賛意を持ち随時援助する

者（育成会役員・団委員・隊指導者・その他） 

 

○団費「団内規第６条」 

  団費は隊員１名につき年額６，０００円 

 

○入団金「団内規第５条」 

  入団金は隊員１名につき５，０００円、 

但し、１人目が在団中にかぎり、兄弟、姉妹２人目以後は入団

金を２，０００円とする。 

 

○県連浅柄野野営場負担金は団にてお支払い致します。 

 

○登録費、 

スカウトは登録費追加半期分（日連１，１００円・県連５００

円）、保険料８００円・保険はボ－イスカウト日本連盟そなえ

よつねに保険に加入します。 

 

指導者は登録費追加半期分（日連１，５００円・スカウト誌６

００円・県連５００円）、保険料８００円・保険はボ－イスカ

ウト日本連盟そなえよつねに保険に加入します。 

 

 

会 議  

         

     
第２回 団合同会議  

 

  日   時   平成２４年１０月１４日（日）総会後～ 

  場   所   南郷市民センタ－３階ホ－ル 

 

団委員・各隊隊長、副長、副長補、ＤＬの方 

出席して下さい。 

 

会 議  

         

     
第３回 団委員会  

 

  日   時   平成２４年１１月１１日（日）19:30～ 

  場   所   南郷市民センタ－ 

 

団委員・各隊隊長、の方出席して下さい。 

  

 

入団金（スカウト） ５、０００円（新入隊員のみ） 

＊但し、１人目が在団中にかぎり、兄弟、姉妹２人目以降 

 は２，０００円 

登録費追加半期分（スカウト）  

２，４００円（保険含む） 

登録費追加半期分（指導者 ） 

３，４００円（ｽｶｳﾄ誌・保険含む） 

＊但し、新デンリ－ダ－は３月までの登録費追加半期分

３，４００円（団支払い） 

浅柄野負担金      １００円（団支払い） 

育成会費      ２、０００円 

団費（スカウト）  ６、０００円 

 

mailto:m.haneda－h300tu@ezweb.ne.jp

