
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第５１５１５１５１回全道回全道回全道回全道スカウティングスカウティングスカウティングスカウティング研究協議会研究協議会研究協議会研究協議会のののの開催開催開催開催    

 

第５１回全道スカウティング研究協議会を開催いたします。ぜひご参加ください。 

 

テテテテ    ーーーー    ママママ        「見つめよう “今”を  考えよう “明日”を」 

～広めよう！スカウティングの楽しさをみんなに～ 

”より良いスカウティングを、より多くの子供たちに“提供するため、

運動創始１００周年記念の第４９回全道研では、ベンチャースカウトの

公開フォーラムをもとに、「１０１年目のスカウティングを目指して」、

１０１年目を迎えた昨年の第５０回全道研では、「Ｙｅｓ，Ｗe  can  

Change～我々は何をなすべきか本音で語ろう！～」のテーマで語りあ

いました。 

５１回目を迎える「全道研」では、基本原則をもとに現実の諸問題を

見つめ、明日に向かってどうあるべきか、何をなすべきかを具体的に研

究協議を深めます。 

 

日日日日        時時時時        平成２１年１１月１４日（土）１３：３０～１５日（日）１２：００ 

場場場場        所所所所        定山渓グランドホテル 

札幌市南区定山渓温泉東４丁目 

ＴＥＬ ０１１－５９８－２２１１ 

参加資格参加資格参加資格参加資格  ボーイスカウト北海道連盟に登録している成人指導者（団委員、デン

リーダー、インストラクター含む）およびローバースカウト 

参参参参    加加加加    費費費費  １２,０００円／人 

申込方法申込方法申込方法申込方法  北海道連盟事務局へお申込みください 
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第第第第１５１５１５１５回日本回日本回日本回日本ジャンボリーのジャンボリーのジャンボリーのジャンボリーの申込申込申込申込みみみみ始始始始まるまるまるまる    

 

平成２２年８月２日（月）から８日（日）まで静岡県富士宮市朝霧高原で開催され

る第１５回日本ジャンボリーの参加申込受付中です。（８月１日入場、８月９日退場） 

各団に申込みに関する資料をお送りしていますので、ご確認の上お申込みください。 

予定申込みは１１月２０日（金）北海道連盟事務局必着でお願いいたします。 

 

 

 

 

石塚寛理事を偲んで 

 

ボーイスカウト北海道連盟理事長 

長 岡 正 彦 

 

「理事長！」「長岡さん！」。私が返事を渋りそうなときには役職で呼び、その他の

ときは名前で呼んでくれました。このように私に常に声をかけてくれていたボーイス

カウト北海道連盟学識経験者理事の石塚寛さんが去る 1 月 5 日に病魔には勝てず、残

念ながら亡くなられました。 

昨年の 9 月に開催された北海道議会ボーイスカウト育成議員協議会との懇談会そ

して 11 月の函館での全道スカウティング研究協議会には参加をしていただきました

が 12 月の常任理事会は欠席され、病状の悪化を懸念しておりました。 

振り返って見ますと、私のボーイスカウト人生の節目には必ず石塚さんが顔を出し

ていたように思われます。石塚さんも私も子どもの時からボーイスカウト活動をして

きましたが団も違い、3 学年ほど離れていましたので本当のお付き合いを始めたのは

リーダーになってから、それも私が 40 歳前後の頃からと記憶をしています。 

私が札幌地区の役員や北海道連盟の役員をするきっかけになる電話をかけてきた

のはいつも石塚さんが最初でした。そして一緒に北海道連盟の仕事をしているときで

も、いつも過激な意見を述べて私を困らせるのも石塚さんでした。でも石塚さんの言

っていることはいつも正論でした。北海道内のボーイスカウト登録数の減少を憂い、

何とかしようといつも心がけて色々な企画を考えてくれました。 

石塚さんが病気で苦しい時に一生懸命になって作ってくれた道内各団ごとの診断

カルテは、総務担当の理事として最後の仕事となってしまいました。これを各団から

回収して次のステップに踏み出そうという時に、その結果を見ることもできずに石塚

さんは亡くなられました。石塚さんの遺志を私たちみんなで受け継いでいかなければ

ならないと思います。 

いつもいつも、今の今も、死ぬときまで、そして死して後もスカウトであった石塚

寛さんのご冥福をお祈りいたします。 
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平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの年次総会終年次総会終年次総会終年次総会終えるえるえるえる    

 

平成２１年度の年次総会が平成２１年４月２６日、札幌市のかでる２・７で開催さ

れました。議案はすべて原案のとおり可決されました。 

常任理事の担当が下記のとおり変更になりました。 

総務担当   髙橋忠義（新任）   スカウト担当   北野 和（再任）  

リーダー担当 池田君松（新任）   プロジェクト担当 菊地一泰（再任） 

広報担当   西岡 浩（再任） 

 

 

    

新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザによりによりによりによりメインメインメインメイン行事行事行事行事中止中止中止中止！！！！    

 

全世界に広がっている新型インフルエンザが、国内にも広がり始め、これを受けて

日本連盟では第７回日本ベンチャー大会の中止を決定しました。 

このインフルエンザは、大勢の人が集まる中での拡大が顕著なために取られた措置

です。 

この大会の北海道基地として真狩野営場の環境整備に汗を流した札幌地区を中心

とした有志の方々の努力が水泡に帰しました。 

しかし、この地は北海道連盟に所属する各地区、各団の行事に使用される大事な場

であり、流された貴重な汗も報われる時が必ずあるものと確信されます。 

また、これを受けて青森県で開催予定の第３回北海道・東北ブロックキャンポリー

（３ＨＴＣ）も中止されることになりました。 

この大会に県連あげて準備に取り組まれた青森県連の皆様達の心中を思うと心が

痛みます。 

ただ、この北海道・東北ブロックキャンポリーの在り方を関係者一人ひとりが考え

る時に来ているのではなかろうか。 

目の前にいるスカウト達のために・・・ 

 

 

 

体験入隊等体験入隊等体験入隊等体験入隊等のののの活動活動活動活動におけるにおけるにおけるにおける保険保険保険保険のののの付与付与付与付与についてについてについてについて    

 

道連では、「体験入隊・集会見学」等各団が行う組織拡大に向けた取り組みに対し

て、行事参加者傷害保険（レクリエーション保険）を掛けております。 

詳細につきましては、地区事務局へ照会してください。 

なお、一部補償の対象にならないプログラムがありますのでご注意ください 
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進進進進    歩歩歩歩    状状状状    況況況況  （平成２０年１１月以降、受付順） 

 

富士章富士章富士章富士章      授与№1832 由良 正太郎  旭川第 １団 

            №1939 柴崎 勇人   恵庭第 １団 

 

菊菊菊菊スカウトスカウトスカウトスカウト章章章章      　　　　　　　　　　　　　　　     播磨 尚希   札幌第 １団 

          三原 大空   旭川第２０団     戸川 莉香子  札幌第 ９団 

          金戸 一基   札幌第 ９団     森  美沙子  苫小牧第２団 

          渡邊 葵衣   苫小牧第２団     小原 美南海  札幌第１０団 

          大泉 亮子   札幌第１０団     山口 優美   札幌第２６団 

          高橋 竜也   苫小牧第２団     塚野 萌美   札幌第２４団 

          前谷 慎太郎  札幌第２４団 

 

１１１１級級級級スカウトスカウトスカウトスカウト章章章章  稲葉 泰成   札幌第 ３団     津田 翔舞   札幌第 ３団 

          中西 悠輔   札幌第 ３団     塚野 萌美   札幌第２４団 

          堀江 裕大   札幌第２４団     相馬 由佳   札幌第 １団 

          播磨 尚希   札幌第 １団      

          橋本 泰輔   帯広第 ７団     藤田 浩典   帯広第 ７団 

          安田 洋平   札幌第２７団     中門 優里   札幌第２７団 

          松本  亮   札幌第１０団     堀田 耕平   札幌第１０団 

          山本 未夢   札幌第１０団     伊藤 翔悟   北見第 ２団 

          磯野 香奈   登別第 １団     斎藤 壱誠   釧路第 ６団 

          斎藤 皇輝   釧路第 ６団     笹本 瑞季   釧路第 ６団 

          門  辰弥   札幌第 １団     渋谷 貴大   留萌第 １団 

          鳴海 秀哉   留萌第 １団     小野寺 諒洋  札幌第１４団 

          大島 滉平   札幌第１４団     花田 和幸   旭川第 １団 

          金沢 麿呂   旭川第 １団     伊藤 耀平   旭川第 ６団 

 

宗教章宗教章宗教章宗教章    

神道章神道章神道章神道章   　　　　　　　　　　　　　　       梅田 拓己   札幌第 １団 

       播磨 尚市   札幌第 １団     瀧澤 俊介   札幌第１２団 

       樋口 大樹   札幌第１２団     八代 卓磨   札幌第１２団 

       中田 帆南   札幌第２４団     薮田 瑞穂   当麻第 １団 

       門  辰弥   札幌第 １団      

 

仏教章仏教章仏教章仏教章      柴崎 勇人   恵庭第 １団     金戸 一基   札幌第 ９団 
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事 務 局 よ り 

○ １０月１６日現在の平成２１年度加盟登録は５３団、１９８隊、登録人数２,２６４名（ス

カウト１,３２１名  リーダー９４３名）前年度比△３６０名、達成率８６．２％となっ

ております。追加登録は随時受付しておりますので、地区を通して申請してください。 

 

○ 北海道北海道北海道北海道・・・・東北東北東北東北ブロックフォーラムブロックフォーラムブロックフォーラムブロックフォーラム日程変更日程変更日程変更日程変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

「第１１回北海道・東北ブロックスカウトフォーラム」の日程が変更になりました。 

開催日 平成２１年１１月２１日（土）～２３日（月・祝） 

会 場 NTT北海道セミナーセンタ 

 

○ 冬冬冬冬のののの交通安全交通安全交通安全交通安全運動運動運動運動    

１１月１２日（木）から２１日（土）までの１０日間実施されます。 

「交通安全を自らのことと捉え、交通ルールの遵守や思いやりのある交通マナーの実践が

主体的に行われるよう、道民ひとり一人の交通安全意識の高揚を図る」ことを目的として

います。期間中に限らず、運転者としても歩行者としても安全意識を高めましょう。  

 

○ 需品需品需品需品のののの注文注文注文注文    

ご注文は、聞き間違え等の事故を防ぐため FAX（２４時間受付）等の文書でお願いい

たします。月曜日までに注文受付した需品は、週内の木曜日に北海道連盟発送となります。 

 

○ 年末年始年末年始年末年始年末年始休業休業休業休業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 

   １２月３０日（水）から１月６日（水）まで北海道連盟事務局は年末年始の休業とさ

せていただきます。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

 

行事行事行事行事・・・・会議予定会議予定会議予定会議予定    

10月 31日（土） 

～11月 1日（日） 
全道スカウトフォーラム ボーイスカウト会館 

11月 8日（日） 教育本部会議 日連ボーイスカウト会館 

11月 14日（土） 

   ～15日（日） 
第５１回 全道スカウティング研究協議会 定山渓グランドホテル 

11月 21日（土） 第１回 名誉会議 ボーイスカウト会館 

11月 21日（土） 

～23日（日） 
北海道・東北ブロックスカウトフォーラム ＮＴＴ北海道セミナーセンタ 

11月 28日（土） 

   ～29日（日） 
全国事務局長会議 静岡県 

12月  5日（土） 

～6日（日） 
県連盟ディレクター会議 ＮＹＣセンター 

12月 12日（土） 地区事務長会同 ボーイスカウト会館 

12月 12日（土） 第５回 常任理事会 ボーイスカウト会館 
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編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    

 

長期間にわたり斧の響きを発行いたしませんでしたことに心からお詫びいたします。 

タイトルを一新し、今後は定期的に発行できるよう努めてまいりますのでよろしくお願いいた

します。 （広報担当 西岡記） 
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