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スカウトの日に
「カントリー作戦」
を実施！

　さいたま北地区では、9月15日の「スカウトの日」に地区
行事としてカントリー作戦を行った。地区内のスカウトや
関係者約400人が市内5つのルートに分かれ大宮駅
まで沿道の空き缶やペットボトル、ゴミを拾いながら
歩いた。最後に大宮駅西口一帯の清掃活動を全員
で行い、空き缶404本、ペットボトル169本が回収され
た。カントリー作戦を通じスカウト自身だけでなく、活動を
目にされた市民の方 も々環境美化の意識向上とスカウト
活動のPRをはかれたと思う。街も心も美しくなった
カントリー作戦だった。
※平成２６年度「スカウトの日」は、９月１５日を中心に県内各地で
“環境保全・環境美化活動”などが行われ、８７箇団、３１５３人が
参加した。回収した空き缶は２９５７本、ペットボトルは２８４９本。

　名栗げんきプラザが主催するイベント「名栗げんき
プラザ・フェスティバル」が１０月４日（土）～5日（日）に開催
され、同プラザの呼び掛けにより、昨年に引き続き奥武蔵
地区として参加した。内容は「ロープを使うアドベン
チャー体験」。スカウトの募集ＰＲの宣伝活動も行った。
　初日は「ロープスライダー」と「ぼく（わたし）ら暗やみ
たんけん隊」と称した暗夜行路＋キムス。木と木の間に
ロープを渡し、滑車ブランコで約３０mをすべるもので
安全のためヘルメットを装着した。楽しくて何回もＴＲＹ
する子もいた。暗夜行路＋キムスは、林の中のロープを
目隠しして辿り、途中の５コの物体を触って当てるゲーム
でゴール地点にはご褒美の飴を用意した。ロープワーク
教室に参加した方にはミニチュアロープをプレゼント。
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9月15日（月）「スカウトの日」 in  さいたま北地区

▲みんな頑張った！

▲草むらの中にも・・・

▲武蔵一宮　氷川参道を行く

■開催案内「ボーイスカウト指導者のつどい」
　ボーイスカウト埼玉県連盟開設の各種指導
者訓練に参加した指導者は、参加者同士の
交流を深め、情報交換をすることで、活動へ
のヒントが生まれます。そのヒントは明日へ
の活力となるはずです。また、活動は1人で
行っているのではありません。先輩指導者や
次代を担うユースの方々と交流することで、
仲間の存在も大きな安心へとつながること
と思います。ボーイスカウト埼玉県連盟は、
県連盟を挙げて全力で指導者を応援し
ます！！！
　このような趣旨の下、『ボーイスカウト指導
者のつどい』を開催します。対象は右記の
通りです。

1 今年度埼玉県連盟が開設した次の各種訓練に参加された方とその
スタッフ、①第3回安全セミナー（5月18日）、②第4回安全セミナー
（12月7日）、③団指導者リフレッシュ訓練（12月7日）、④ウッド
バッジ研修所ボーイ・ベンチャー課程（10月10日～13日）、⑤同カブ
課程（11月1日～3日）、⑥同ビーバー課程（11月22日～24日）
2上記の方々をサポートする次の方 ・々・・①1に該当する者が所属する
団委員長、隊長、地区協議会長、地区委員長、地区コミッショナー、
②県連盟理事・役員及び各種運営委員会副委員長、③ユース、
④県連盟事務局職員、⑤その他「1」の方を応援したいと思う
関係者
3日　　時：平成26年12月7日（日）17：30受付開始。18：00開会
4場　　所：さいたま市民会館うらわ
5会　　費：5,000円（ユース年代20歳～26歳は3,000円）
6申込方法：後日配布されるチラシ及び県連ＨＰをご参照下さい。
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▲さいたま新都心

奥武蔵地区

名栗げんきプラザ・フェスティバルに参加
立ち竈も制作。ＰＲコーナーでは活動の宣伝もした。
　２日目は台風１８号の接近で雨プロとして屋内で縮小
して開催した。
　入間市、狭山市、横瀬町のゆるキャラが登場！来場者
は「ゆるキャラシール」を貰った。２日間で１２６人の方々
にボーイスカウトブースに来場していただいた。今回の
体験をきっかけに
一人でも多くの
入 隊 希 望 者 が
あることを祈り
ます。

■「セーフ・フロム・ハーム」ワークショップの
第２回が９月21日、戸田市東部福祉セン
ターで開催された。参加者25人、県連５
人の計30人が参加。第3回は11月9日、
春日部市・あしすと春日部。第4回は12
月21日、狭山市民会館で開催される。
■県連ホームページのリニューアルに伴う
「団紹介データ」を未提出の団は至急提出
願います。（現在40箇団が提出済み）

■第１１回埼玉カブラリー準備委員会が「実行委員会」に
移行した。メンバーは次のとおり。
● 中牟田和彦（川越２）　● 柿沼　幸一（久喜31）
● 牧野　雅美（草加４）　● 後藤　悦子（久喜13）
● 池田　正義（川口19）　● 雨宮　文範（八潮１）
● 町田　嘉宏（秩父１）　● 岩瀬さくら（鴻巣２）
● 菊池　貴之（越谷８）

■第23回世界スカウトジャンボリー（23WSJ）日本派遣団
の参加者募集（第2次）をしています。日本連盟への申込
みは2015年２月末まで。
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澎湖・馬公港で歓迎を受ける

▲

第2回第2回台湾交流プロジェクト2014
　「台湾交流プログラム」が8月20日から31日までの11泊
12日間で行われた。台湾との交流は、2012年に訪問した
のが最初で、昨年のジャンボリーには台湾スカウトが来日
している。2回目の訪台となる今回は19人（前後半参加者
を含む）が参加した。
　主なプログラムは1台北観光、2台中交流、3台中・
澎湖・埼玉交流、4瑞井小学校カブ隊奉仕などで、
期間中は台湾と埼玉が10人前後の混成班を編成して
常に行動を共にした。

今回のメインプログラム。前半は、国立台中第一高級中学
校で歓迎式典など。香港のスカウトも参加して活動の報告
などを行った。台中・香港・埼玉の混成班を編成。

台中交流プログラム
澎湖県馬公小学校が会場。スカウトたちの家庭訪問、澎湖諸島
巡り、キャンプファイアー、買い物と炊事などを行った。「日本提
供プログラム（手打ちそば・ベーゴマ・手品・けん玉など）」を実施。

台中・澎湖・埼玉交流プログラム

台中に戻って瑞井小学校で台中カブ隊キャンプの奉仕。「日本提
供プログラム」を実施。

瑞井小学校カブ隊奉仕プログラム
Ho-Ho（Home Hospitality）プログラム。国立台中第一高級
中学・国立台中女子高級中学のイベントの手伝いなど・・・・・。

その他

台湾交流プロジェクト2014参加者
隊　長 高橋克広（上尾4）

本部長

後半参加者

戸部恵一（和光1）

橋場　潤（戸田1）

隊　員 渡部鉱太郎（上尾4）／草間明浩（草加3）／住吉晴香（さいたま8）／寺島早紀（入間4）
濱上　澪（鶴ヶ島1）／土橋哲展（入間4）／吉澤　響（さいたま8）／古賀大祐（富士見1）

副　長 熊谷直将（川口15）

県連スタッフ 小室馨一（鴻巣2）／星谷光市郎（和光1）

前半参加者 紫藤健一（東松山1）／板谷喜代子（越谷8）／高木正行（鳩ヶ谷1）／厚海好孝（越谷2）／菊池　清（さいたま103）

こんにちは古賀大祐です。

スケジュール
月　日 宿　泊内　容

8月19日（火） 前泊・荷物チェック・出発式

8月23日（土）

成田空港周辺ホテル

澎湖県童子軍露営地台中からフェリーで澎湖へ移動。
澎湖県馬公市文光小学校で「台中・澎湖・埼玉合同キャンプ」開始

8月20日（水） 10：30成田空港発　1：05桃園空港着　台北観光 台北ホテル
8月21日（木） 台北滞在 台北ホテル
8月22日（金） 台湾高速鉄道（HSR）で台中へ。「台中・香港・埼玉交流プログラム」開始 国立台中第一高級中学校

8月24日（日）「台中・澎湖・埼玉合同キャンプ」 澎湖県童子軍露営地

8月31日（日）「HOHOプログラム」終了。台中から台湾高速鉄道（HSR）で桃園へ。14：50桃園空港発　19：10成田空港着

8月25日（月）「台中・澎湖・埼玉合同キャンプ」 澎湖県童子軍露営地
8月26日（火）「台中・澎湖・埼玉合同キャンプ」終了 澎湖県童子軍露営地
8月27日（水） 澎湖からフェリーで台中へ移動 台中・瑞井小学校
8月28日（木）「台中カブ隊奉仕キャンプ」、日本提供プログラムを実施 台中・瑞井小学校
8月29日（金）「台中カブ隊奉仕キャンプ」終了。「HOHOプログラム」開始 ホームステイ
8月30日（土）「HOHO（Home Hospitality）プログラム」 ホームステイ

　「暑い！」
　台北に着いたときの言葉である。真夏の日本から、
より暑い台湾へ行くのだから予想をしていたが、想像
以上の暑さであった。交流プロジェクトは、そんな環境
からスタートしました。台北では、２日間観光をしました。
企画担当者（ＲＳ）による事前の詳細な計画のもと、
見学や食事など充実した内容でした。暑さの中での
移動で疲れましたが、とても楽しい時間を過ごせました。
また、台北の地下鉄車内では、老人や妊婦の人が乗車
してくると、若者がさっと席を立つ光景を何度となく
見ました。良き伝統文化が根付いている国だなと感心
しました。日本も見習わなければなりませんね。
　いよいよ台湾新幹線で台中に移動する日となりました。
新幹線は日本と同じでとても快適でした。台中の駅には
台湾の指導者が出迎えてくれていました。そして、台中
第一高級中学校へ（ここは台湾でも有名なエリート
学校だそうです）。ここに台中の団のスカウトハウス
があります。この学校の校長先生が団委員長です。
歓迎式典でお会いし、なんと私の恩師と知り合いと
いうことで大変驚きました。台中では香港のスカウト
も一緒に活動しました。
　次の日、船で澎湖県に移動しました。馬公という港町
に着き、台中・澎湖・埼玉合同キャンプが始まりました。
文光國小のカブスカウトとの交流もありました。埼玉
派遣団によるプログラムも行いました。「そば打ち」プロ
グラムも行いました。台湾のスカウトはとても喜んで
いました。澎湖は多くの島からなり、とても美しかったです。

ボーイスカウト埼玉県連盟
第2回台湾交流プロジェクト
2014に参加して
派遣団本部長　　戸部惠一（県連盟副理事長）

プログラムも船による他島の観光、ホームビジットや
野外炊事（バーベキューもありました）等いろいろあり
充実していました。キャンプ地は澎湖県野営場で、
良き施設でした。
　その後、台中市に戻り、瑞井（れいじん）國小での
キャンプになりました。ここでも、この学校のスカウト
とともにキャンプファイヤーや埼玉派遣団のプログラム
を提供しました。夏休みが終わろうとしている最後の
日に、瑞井國小の子供たちが準備のために登校して
きました。最後に、私たちは鼓笛隊による歓迎も受け
ました。校長先生をはじめ、多くの皆さんにお世話に
なり、良きキャンプが展開できました。キャンプ中、夜には
ミーティングがありました。スカウト一人一人が反省
評価を述べるという場面が毎日ありました。これは、
時間はかかりますが、子どもを教育するうえで、とても
大事なことです。スカウトを大事にした活動が推進され
ていると感じました。
　最後に、ホームステイがあり、私たちは素晴らしい
家族と二日間を過ごしました。終了後、全員が心地よい
ホームステイを体験しましたという感想でした。
　１３日間にわたる長い行事でしたが、事故や怪我もなく、
全員が無事に成田に到着することができました。それぞれ
のスカウトが良き体験をできたことに感謝します。また、
台湾のスカウトは大変積極的で、英語力もあるなと感じ
ました。日本のスカウトも見習うことが多々ありました。
　今後も、埼玉と台湾のスカウト交流が続くことを
願っています。

　僕は、今回の台湾派遣で色々なことを
学ぶことが出来ました。台湾の文化や人柄
についてよく知ることが出来たと思います。
ですが、やはり英語が問題だったと思い
ます。英語がなくての海外交流は、とても
大変でした。
　これをふまえて次の交流までに少しでも

英語を話せるようになっていたいと思います。
来年は、台湾のスカウトが日本に来る番です。
台湾でのように日本の文化をもっともっと
知ってもらいたいと思います。そして、台湾
派遣の時よりも、英語でコミュニケーション
をとりたいと思います。
ありがとうございました。
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　平成25年度中に富士章、菊章を取得したスカウトに対し
激励会を8月31日開催した。激励会の目的は次のとおり。
●ベンチャー/ボーイ課程のそれぞれ最上位である
富士章、富士スカウト章、菊章を取得したスカウト
に対し、スカウトの進歩を応援するプログラム委員
会として、スカウトの努力をたたえる
●後輩スカウトへの進歩の意識向上のための原隊
での行動をお願いする
●富士スカウト・菊スカウト同士の交流を図り、
スカウト活動の幅を広げる支援をする
　セレモニーでは牛山理事長から、参加スカウトひとり
ひとりに記念品を伝達し今後の活動への激励を行った。
セレモニー終了後は、いくつかのチームに別れてお互い
の自己紹介などをしながら、富士・菊を取得した感想と
今後の抱負などを話しあい、全員で記念写真を撮影
して閉会となった。

　スカウトの皆さんの努力もさることながら、取得に
いたるまでの保護者、指導者のご支援はひとかたならぬ
ものがあると思う。今後も継続して実施していく予定
なので、皆さん是非チャレンジしてください。
　また、原隊の皆さん、富士・菊スカウトとはいえ皆
さん普通のスカウトです。アンケートにもありますが
「富士なのに・・・」「菊なのに・・・・」というコメントが
一番彼らにプレッシャーをあたえるとのことです。
暖かい目で一緒に活動をしてください。

　午前中の激励会の参加者も一緒に、ベンチャー
フォーラムの基調講演を開催した。今回はボーイスカ
ウト東京都連盟に所属している、阿部桃子さんに
来場いただき、昨年度の体験である、富士特別海外
派遣の活動をお話しいただいた。
　阿部さんは原隊福岡の団に所属されており、大学の
都合で現在は大学ローバースとして活躍されている。その
中で、富士スカウトのみに特別に適用できる、海外派遣
に自ら応募し、見事3週間の南米での活動を実行した。
　ブラジル、ペルー、ボリビアの3カ国を一人で回り、現地
では日系特に初代の方たちとの交流を中心に、当時から
今に至るまでの歴史を学んだりしたそうである。現地の
スカウトとの交流も行い来年開催される23回世界ジャ
ンボリーのPRもしっかりされてきたとのこと。
　実際にお会いしてみるとどこにそんなパワーがあるの
かと思うほどスリムで小柄な阿部さんだが、埼玉県の

ベンチャースカウトを前
に「富士を取得すること、
そして自分のような
体験をすることは決して
エリートな話しではなく
スカウト誰でもチャレンジ

できる」というメッセージ
をいただいた。講演終了
後もスカウトから活発な
質問もありスカウトの
記憶に残る講演だった
と思う。当日、阿部さん
は大きな荷物と共に来場された。そのままスカウト活動
で大阪経由で東南アジアに出発とのこと。彼女のパワ
フルさに脱帽です。
　基調講演のあと、県連のベンチャーフォーラムを開催
した。テーマは「自県の課題に対してスカウト活動はどの
ように役立てられるか」。
　14人のスカウトと多数のアドバイザーのもと全員で
意見を出し討議を繰り返した。フォーラム自体の時間が
短かったこともあるが、日本連盟主催の全国大会に参加
する代表スカウトも決まり、今後は発表内容を確定して
いく。今回の代表スカウト並びに彼をサポートする副
代表のスカウトは下記のとおり。埼玉県連盟の代表
としてがんばってください。
代　表：菊地威希（さいたま212団）
副代表：戸田芳明（川越10団）
 長谷川新（さいたま103団）▲講演する阿部さん

富士スカウト・　菊スカウト 激励会を開催

▲全員で記念写真

ベンチャーフォーラム基調講演ベンチャーフォーラム基調講演 Venture Forum keynote Lecture

2015年3月21日、22日。場所未定。毎年いろいろな趣向を凝らしたイベントにしたいと考えてる
のでベンチャースカウトの諸君、ぜひ積極的に参加を！詳細は、地区から配布のパンフレットを参照
のこと。（プログラム委員長　内山豊和）

第4回ベンチャーJAM2015
開催案内

▲熱心に討議

　昨年度埼玉県立名栗げんきプラザにて復興支援
の第１回高校生年代フォーラムを実施しました。
　東日本大震災の復興について被災3県連盟の
スカウトから現状を聞き、高校生年代のベンチャー
スカウトが継続的な支援にどう関わっていくべきかに
ついて意見交換を行い、具体的なアクションプランを
導き出すことができました。
　意見交換でのテーマは、エネルギー問題、防災、
復興支援でした。
　そして被災者が被災地に一度来て欲しいと考えて
いることがわかったため、生の声を聞くために実際に
被災地に行ってそこでフォーラムを開催しようという
結論に至り、第2回目は生活協同組合コープみらい
の社会貢献活動助成金制度(さいたまエリア)を利用
して仙台にて行うこととなりました。

　津波で被災した仙台市若林区荒浜地区の視察に
行きました。津波で流され家の基盤しか残っていない
状況や、爪痕を残したままの廃校を見て、震災から3年
経った今でも復興が全然進んでいないことを実感しま
した。また慰霊碑にはスカウト関係者の方の名前もあり
ました。
　エスポールみやぎにて岩手県連盟の末永理事長と
福島県連盟の夏井氏に震災当時の話を伺いました。
釜石の「奇跡と悲劇」そして福島の原発の近くの閑散
とした様子やそこで計測した高い数値を示した線量計
の写真を交えながら福島の様子を話して下さいました。
とても貴重な生の声を聞くことができました。
　東北スカウトによる発表があり被災当時の様子や、
現在はスカウトとして被災した子供達のためのイベ

10月5日、県連会議室で開催。復興支援高校生年代フォーラム、ニコニコキャンプ、2014
コヨットin埼玉、９都県市合同防災訓練について各担当者から報告があった。埼玉県連盟
では、今後も継続的な支援活動を続けていきます。

夏季支援事業報告会
を実施

第２回高校生年代フォーラム報 告

東日本大震災高校生年代の復興支援フォーラム

支援の輪を続けよう！ いま私達にできること

ントや防災イベントを行っているということを話してくれ
ました。スカウトが通っている高校の放送部が作成した
震災ドキュメンタリーも視聴しました。
　また昨年と同じ復興支援、防災、エネルギー問題
について討論もしました。
　多様な意見交換を行い「高校生年代の私たちに
何ができるのか？」「今後どのような行動や支援活動
ができるのか」「いま自分たちが行うことやるべきこと
は何か」社会に貢献できる人の役割の再認織と、将来
の社会への自らの役割を意識できる人材として成長
していくことを目指して行くと実感しました。
　今年は被災地見学と生の声を聞くことができ、また
昨年よりも具体的なアクションプランが決まり、実り
のあるフォーラムとなったと思います。震災の記憶、
震災に対する意識を風化させないことです。そのため
にもフォーラムを継続的に開催し、かつ拡大していき
たいと考えています。高校生年代の皆さん、来年はより
実りのあるフォーラムになると思いますので、ぜひ参加
してください。
（東日本大震災支援対策本部）
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ヒューマンフェスタ2014さいたま ８月２２日（金）in大宮ソニックシティ

■ 埼玉トヨペット（株）　　　　■（株）サイサン　　　　　 ■ 浦和ロータリークラブ　　　■（株）ユーディーケイ　
■（一社）埼玉県トラック協会　■（株）与野フードセンター　■（株）レグルス　■ 早船雅文　■ その他匿名１人

　８月２２日（金）、大宮ソニックシティを会場に、
“ヒューマンフェスタ2014さいたま”が開催された。
ボーイスカウトでは、国際会議室入口前にブースを
設け３面のパネルを設置し、「セーフ・フロム・ハ－ム」
（あらゆる危害【いじめ・虐待・ネグレクト・搾取等】から

青少年、それに関わる大人達を守り絶滅していくことを
目指す方針）の埼玉県連での取り組みとNHK（Eテレ）
の番組で行っている「いじめをノックアウトの行動宣言」
を呼びかけ、埼玉県民の行動宣言の手伝いをした。
　初めのうちは恥ずかしそうに呼びかけていた
ローバ－スカウト達だったが、だんだんに声も出て、
要領よく来場者に行動宣言記入の呼びかけをして
フェスタ当日は、２９１件の行動宣言を書いて貰うこと
ができた。
　また、当日の様子が９月２０日のNHKスペシャル番組
「いじめをノックアウト スペシャル」第４弾で、～ちょっと
の勇気で世界が変わる！～行動宣言からはじめよう～
で、全国放映された。

　９月２７日、NACK５スタジアム大宮でサッカーＪ１大宮
アルディージャ対清水エスパルス戦の手話応援を行った。
手話応援は、2006年に始まり、途中中断があったが
2010年に再開して今回で５回目。毎日興業株式会社
（社長＝田部井功氏）ら２７社/団体が協賛している。
ボーイスカウトは昨年に続いて２回目の参加で12箇団
187人が参加した。そのうち４０人は応援リーダーとして
手話応援歌「愛してるぜ　We are ORANGE」を
大声で繰り返し会場を大いに盛り上げた。９月２５日には
手話講師を県連に招き事前研修も行った。

愛してるぜ！ 手話応援デー愛してるぜ！ 手話応援デー
ノーマライゼーションの普及を目的として障がいのある人もない人も一緒に
大宮アルディージャを手話で応援しよう！

▲手話応援リーダーをつとめたスカウトたち

▲田部井応援団長（左）と牛山ボーイスカウト埼玉県連盟理事長

ボーイスカウトの皆様　有り難うボーイスカウトの皆様　有り難う 手話応援団　田部井功団長

　障害者や高齢者が、ハンデを受けずに社会参加出来る
環境を目指して、手話応援団は障害の有る人と無い人と
一緒になって大宮アルディージャを手話で応援することで、
ノーマライゼーション運動を全国に発信しています・・・。
　手話応援は今年6回目、回を重ねる度に大きくなって、
現在では産学民官の70団体が参加する大イベントに
成長しました。
　今年は1,694名の参加者。その中で、ノーマライゼー
ション運動をより強く全国に発信するための作戦として、
ボーイスカウトの皆さんが持っているブランド力『人を
大切にする奉仕の精神』を、手話応援でクローズＵＰしま
した・・・お陰で沢山の方々からボーイスカウト運動の
お褒めの言葉を頂きました。

　手話は、人を助ける喜びや助けられる喜びを教えてくれ
る。手話は、自分の優しさや思いやりを引き出してくれる。
　ボーイスカウトの奉仕の精神とも通じる！ボーイスカ
ウトが手話応援に力を発揮してくれて良かった！

毎日興業株式会社
代表取締役社長

ボーイスカウト埼玉県育成会は、
「ボーイスカウト埼玉県連盟・第23回世界スカウトジャンボリー」を応援しています。

ボーイスカウト埼玉県育成会維持会費
をいただいた方々
ボーイスカウト埼玉県育成会維持会費
をいただいた方々

平成
26年度

平成26年度4月～9月までの維持会員協力者　敬称略

みなみ地区

さいたま
南地区

さいたま
北地区

榊　勝次／森本貞夫／星野直康／（有）オカベ工芸／牧内　操／葛生恵二／金子秀一／（株）大芝土木設計事務所
藤野戸幸子／川口第15団／最上則彦

むさし地区 川田達也／上尾第９団育成会／寺島税理会計事務所／寺嶋　茂／石川　巌／山口仁司／長島敏雄
岡田良一／齋藤武男／平松義明／長須賀康夫／大川義信／桶川第１団／三日月勝三

内木滋郎／角尾雅也／渡辺　修／西山繁夫／網島宗和／後藤幸弘／株式会社やすらぎ保険事務所／高井英行／堀越曠司
稲垣　功／大関豊寿／株式会社クラフトハウス・ジー／スミダ工業株式会社／さいたま第212団／松崎良一／シン建工業株式会社
さいたま第２０５団育成会／清宮喜三郎／相川宗一／鈴木政義／小野寺昭夫／さいたま第２０８団育成会／埼玉県南部地区局長会

青木一郎／遠藤健治／菊池　清／新井米次郎／丸　弘／株式会社カバサワ／さいたま第１０２団育成会／さいたま第１０５団
男澤　望／さいたま第13団育成会／松村澄子／金子昭子／さいたま第１１団／井原　實／黒田一郎／脇田大輔／石橋英明
（株）ＪＴＢ関東 法人営業埼玉／さいたま第12団

北武地区 本庄すみれ幼稚園／島田重夫／高橋俊夫／木村照男／武田　哲／田島康彦／秩父第１団／行田第１団
八重樫昭五郎／田中光行／黒澤哲雄／小鹿野第１団／吉野一男／亀井　實／寺山税理事務所

ひがし地区 越谷第３団／関東リソース株式会社／森山淳一／三郷第２団／小出義昌／市川　豊／越谷第１０団
厚海好孝／川井大輔／板谷　勝／板谷喜代子

ロータリークラブ／
ライオンズクラブ

大宮ライオンズクラブ／新狭山ロータリークラブ／さいたま新都心ロータリークラブ／久喜菖蒲ロータリークラブ
加須ライオンズクラブ

奥武蔵地区 山田高重／新　和男／狭山第４団育成会／入間第２団／浅見弘明／松澤　恵／入間第３団育成会
飯能第３団育成会／松平義継／齊藤正明

西部初雁
地区

鈴木俊明／星谷光市郎／伊東蔵衛／諏訪富雄／目崎　孜／小見山映二／戸部惠一／井上誠一郎／柳下　昇／石田泰久
有限会社シオミ／株式会社賀寿吉／山本誠一／和光第１団／朝霞第１団育成会／（株）小寺／滝澤裕一／高橋義雄／神山佐市

東埼玉地区 山﨑哲男／平澤道男／山田誠治／飯島雷治郎／内山豊和／蓮田第３団／春日部第９団育成会

県連 有限会社増木不動産コンサルティング／有限会社ゆう設計室／増木工業株式会社

コカ・コーラ
イーストジャパン 岡野運送株式会社／コカ・コーライーストジャパン

サイサン

矢﨑エナジーシステム（株）埼玉支店／埼京日酸株式会社／株式会社サイサン／医療法人社団 田澤クリニック
株式会社サイサンライフ／関東自動車株式会社／埼玉トヨペット株式会社／嵐山ガス株式会社／（株）アルク設計事務所
株式会社デサン／リンナイ株式会社／関東ＬＰガス保安点検センター株式会社／（株）ジェイコムさいたま
グリーンガス株式会社／ＮＴＴスポーツコミュニティ（株）／株式会社サイサンガステクノ／東京ガスすまいるさぽーと
三井住友オートサービス株式会社／東京ガスファーストエナジー株式会社

毎日興業

「みんなで第23回世界スカウトジャンボリーを成功させよう」協賛金

（株）ネギシ商会／武藤　勇／川田電気管理事務所／阿部成男／正野　孝／富士電気管理事務所／石下雅英
株式会社京葉テクノ／株式会社佐伯工務店／（株）ノグチコーポレーション／（株）大宮鍍金工業／（株）セシオ／内田阿久蔵
株式会社井上建築工学設計事務所／市田化学株式会社／高圧メンテナンス株式会社／株式会社ヤマショウフーズ
アイル・コーポレーション株式会社／（株）セレモニー／寺木産業株式会社／医療法人 顕正会 蓮田病院／宮田保夫
株式会社世田谷ビルサービス／マルキュー株式会社／（株）ジャスト／本多　均／（株）すいこう／有限会社東大宮清運
株式会社ソセイ／関口晋平／（有）ウチダ総合福祉／サンコー・コミュニティ株式会社／（株）オカニワマネージメントサービス
三央産業株式会社／（有）戸口工業／大阿蘇水質管理株式会社／ティオーサービス／有限会社大野デザイン
株式会社小山本家酒造／田部井　功／柴﨑騏一郎／株式会社サトー開発／有限会社仁屋仁乃房／株式会社昭和総合サービス

「みんなで第23回世界スカウトジャンボリーを成功させよう」協賛金を募集しています。
ボーイスカウト埼玉県連盟　事務局長角尾雅也　　　  048-822-2463お問い合わせ先 TEL


