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平成 29 年 4 月（第１回）理事会概要 

 

Ⅰ．審議事項（承認事項） 

１．スカウト進級章承認 

１）スカウト章認証（3 月企画会議後） 

・菊 章：新井 祐吾（柏 5）、細井 弘毅（我孫子 2）、丸田 大峰（八千代 5）、鎗田 涼輔（八千代 5）、桐

山 大空（八千代 5）、菅生 志温（佐倉 2）      <承認> 

・隼 章、富士章：なし 

2）スカウト章承認紹介（3 月企画会議で承認分） 

・菊  章：椎葉 啓介（松戸１）、石黑 貴子（松戸１）、石川 佑樹（大網白里 1）、川西 輝彦(八千代４)、

山田 雄一郎（船橋 10）、西村 悠都（船橋 10）、秋元 健（船橋 20）、松山 裕作（船橋 20）、

杉村 謙（浦安２）、畠中 太一郎（我孫子１）、野嶋 奏佑（我孫子１）、伊東 幸多郎（我孫子

１）、田中 翔麻（松戸５） 

・富士スカウト章：片寄 颯人（八千代２）、中村 和奏（柏１） 

・宗教章紹介取得者：小坂 駿斗（市原３）、辻 一晃（千葉 18）・・・仏教章 

２．第 20 回千葉県カブラリー予算及び実施要項について 

①第２０回千葉県カブラリー予算（案） 

・収入：県連盟補助金はＨ28 年度、Ｈ29 年度合わせて 100 万円での予算とし、参加費＠1,300 円で

1,700 人参加を見込み、雑収入も含み合計 3,230,000 円。 

・支出は、各部門の予算合計 3,230,000 円 とする予算（案）が承認された。 

②第 20 回千葉県カブラリー実施要項（案）を近々発行する。 

・参加申し込み締め切りは 5 月 28 日の予定。 

・当日の日程：受付 9：00～10：30、ラリー受付終了～13：00、全体集会 13：30～14：10（大集会会場）、

解散 14：20（佐原駅発 14：53,15：56 の電車あり） 

・隊長集会：7 月 17 日 9：30～12：00 千葉県青少年女性会館 

３．第 20 回千葉県カブラリー実行委員の推薦者 12 人が承認された 

・準備委員会から実行委員会への移行に際し、野中実行委員長に就任頂くことが承認された。 

氏名 地区  氏名 地区 

王 秀瑛 市川第１団 澤村 仁 四街道第１団 

高橋 不二夫 旭第１団 笹本 洋二 八千代第５団 

永井 隆治 千葉第９団 宇山 則幸 富津第１団 

日向寺 武範 匝瑳第１団 杉村 元 浦安第２団 

辺田 智子 香取第３団 酒井 慎一 松戸第８団 

鈴木 亮仁 野田第１団 森 真紀 市原第６団 

４．教導職推薦について 〈承認〉 

・印旛地区  吉江 光善 様  時宗 藤澤山無量光院清浄光寺 別称「遊行寺」 副住職 (BS 隊長) 

・八千代・習志野地区  多田 康雄 様  真言宗豊山派 萱田山長福寺 住職  加盟登録なし 

５．災害ボランティア活動マニュアル改定が了承され、県連盟ホームページに掲載される。 

６．千葉地区の地区副コミッショナー渡邊 潔（千葉９）の辞任が承認された。 

７．船橋地区規約改正（案）、市川・浦安地区規約改正（案）について 

・県連盟規約の改正に合わせ「地区ローバース会議」絡む事項を改定した報告がされ了承された。 

 

Ⅱ．報告事項 

１．加盟登録について 

１）平成 29 年 3 月末登録状況 

・29/3 末    6,572 人/109 団  前年同月比 -426 人、前年度末比 -426 人 

 スカウト数は前年同月比－295 人。 

2）平成 29 年 4 月初期登録状況 

・29/4 初期   5,712 人/109 団  前年同月比 -377 人、前年度末比 -860 人 

 スカウト数は前年同月比－238 人。 

・ボーイの登録数がＨ26 年 1,138 人がＨ29 年では 820 人と落ち込みが大きい。 
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3）年度別初期登録数比較 

・ボーイの登録数がＨ26 年 1,138 人、Ｈ29 年では 820 人と落ち込みが大きい。 

２．各種委員会報告 

1）国際委員会 

・「ホームステイのすすめ」文案が示され、何ヶ所か訂正の意見がだされて、訂正したものをホームペ

ージに掲載することが了承された。 

2）４ＣＶ準備委員会 

⑴参加申込状況 

・千葉 9 男子２人、・千葉 13 女子２人、・千葉 14 男子 1 人、・千葉 27 団 男子 3 人、女子 1 人、 

・船橋 16 男子 1 人、女子 1 人、・流山 5 男子 2 人、・旭 1 男子 1 人、・松戸 5 女子 1 人、・習志

野 2 女子 1 人  合計：男子 10 人、女子 6 人 

⑵今後の対応 

・日本連盟が再募集を行うという事が決まったのに合わせ、千葉県連盟も追加募集を行う。 

 追加募集の締め切りは 5 月 10 日。参加申込書を県連盟に提出のこと。 

３．コミッショナーグループ報告 

1）第２回千葉県ローバース会議 会議録 

・２月２５日 サンロード津田沼 ・出席者：各地区代表ローバース ６人(欠席 ３人) 

 参席者：宇治県連盟コミッショナー、田中担当県連盟副コミッショナー 

・会議内容： 

⑴千葉県ローバース会議設置の趣旨説明や使命と活動内容の説明がコミッショナーよりされた。 

⑵今後のローバース会議開催：毎月では無理があり、2～3 ヶ月に１度の開催とする。 

⑶役員選出：議長１人、副議長２人、会計１人、広報１人。ＲＣＪ代表１人を次回決める。 

*ＲＣＪ代表は千葉県内のローバースカウト並びに同年代の指導者から公募としたい。 

・次回予定：4 月 22 日（土）18 時～21 時 習志野市役所庁舎分室 サンロード津田沼 ６階会議室 

2）平成 28 年度第２回千葉県連盟内全体コミッショナー会議開催報告 

・2 月 4 日 13：30～20：30  青少年女性会館  ・参加者：千葉地区１人、船橋地区 3 人、東葛地区 3

人、北総地区 3 人、松鎌地区 5 人、香東地区 2 人、上総地区 2 人、南総地区 4 人、市浦地区 3 人、

八習地区 2 人、印旛地区 3 人、県連盟コミッショナーグループ ５人  合計 34 人 

・議題：⑴2 月 26 日の団委員長集会概要説明、⑵隊指導者研究集会（3/5）プログラム概要説明、⑶ボ

ーイ部門及びベンチャー部門進級課程改定に伴う説明会（3/20）について、⑷スカウト活動発表会

（3/26）について、⑸平成 29 年度県連盟内コミッショナー会議の日程について、⑹４ＣＶとジャンボレッ

ト高萩 2017 について、⑺セーフ・フロム・ハームセミナー研修の実施、など 

   3）平成 28 年度千葉県連盟隊指導者研究集会開催報告 

・3 月 5 日（日）10：00～15：30 学校法人 暁星国際学園 

・テーマ：「Get!パトローリング」～ビーバーから成人まで～ 

・参加者：隊指導者等参加者、団担当及び正副地区コミッショナー、県連盟役員、県連盟正副コミ

ッショナー 合計 175 人 
・基調講演講師：石田修一先生（市立柏高校吹奏楽部顧問）「チームを導くマネージメント術」 
・グループディスカッションと発表 

 テーマ１ 「基調講演の内容とスカウト活動における班制教育との共通事項の抽出」 

 テーマ２ 「スカウト活動に活かすには」 

 テーマ３ 「指導者としての取り組みを考える」 

以上 
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