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「真・若い風」概要 

平成30年7月7日(土)～8日(日)に「第1回北海道ローバースカウト集会（仮

称）」を開催し、北海道内のローバースカウトおよび同年代の指導者が活動

する場を作りたいと思い発足した。 

❍名称： 

北海道ローバース「真・若い風」 

❍由来： 

北海道内のスカウティングに若い力で、新たな風を起こす。 

❍目標： 

「継続，発展，伝承」 

  ～続け！新たな風を北海道に！そして次の世代へ！～ 

❍目的： 

・北海道内のローバーリングの基礎を築く 

・道内のローバースカウトの自主的・自発的に活動できる環境づくり 

・同世代との交流および他団との情報共有の場とする 

❍対象： 

・道内で活動する18歳～25歳までのローバースカウト 

・道内で活動する18歳～25歳までの指導者 

❍LINEグループ参加人数： 

 10地区26人 

（ローバースカウト：15人、指導者：8人、その他：3人） 
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主な参加行事 

❍WB研修所 スカウトコース 

・日時：平成30年5月3日(木)～6日(日) 

・場所：旭川地区野営場 

・参加：函館第 3団  副長  佐藤佑心 

    札幌第26団 副長補 船橋和輝 

    名寄第 1団  RS隊  戸田弥祥 

 

❍ボーイスカウト日本連盟 全国大会 

 （全国ローバースカウト会議・RCJ総会） 

  ・日時：平成30年5月26日(土）～27日(日） 

  ・場所：岐阜県 

  ・参加：名寄第1団 RS隊 戸田弥祥 

 

❍第1回北海道地区コミッショナー会議(全国大会報告） 

  ・日時：6月2日(土) 

  ・場所：北海道神宮 参集殿 

  ・参加：名寄第1団 RS隊 戸田弥祥 
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❍第17回日本スカウトジャンボリー 

 ・北海道派遣隊事前訓練 

  ・日時：平成30年6月23日（土）14：00～24日（日）11：00 

  ・場所：北海道神宮 参集殿 

  ・参加：札幌第22団  RS隊  高橋大祉 

     札幌第26団 副長補 船橋和輝（1日目のみ） 

名寄第 1団 RS隊 戸田弥祥（1日目の途中のみ） 

 

 ・17回日本スカウトジャンボリー 

  ・日時：平成30年8月2日（木）～11日（土） 

      （大会期間 8月4日（土）～10日（金）） 

  ・場所：石川県珠洲市 りふれっしゅ村鉢ヶ崎 

  ・参加：札幌第22団  RS隊 高橋大祉 

      札幌第26団 副長補 船橋和輝 

名寄第 1団  RS隊 戸田弥祥 

 

❍全国防災キャラバンin苫小牧 

  ・日時：平成30年7月22日（日） 

  ・場所：イオンモール苫小牧 

  ・参加：苫小牧第2団 副長 鈴木博久 

 



ページ 05 
 

 
   

 

❍RCJ Re;Quest   

  ・日時：平成30年8月23日（木）～26日（日） 

  ・場所：茨城県高萩市 大和の森高萩スカウトフィールド 

  ・参加：名寄第1団 RS隊 戸田弥祥 

  

 ❍北海道ベンチャースカウトフォーラム 

  ・日時：平成30年9月15日（土）14：00～17日（月・祝）13：00 

  ・場所：北海道連盟スカウト会館 

  ・参加：札幌第22団 RS隊 高橋大祉 

 

 ❍全道スカウティング研究協議会 

  ・日時：平成30年10月13日（土）～14日（日） 

  ・場所：名寄市サンピラー温泉 

  ・参加：名寄第1団 RS隊 戸田弥祥 

 

 ❍RCJ県代表JOTI 

  ・日時：10月19日（金） 22：00～23：00  

  ・方法：Skype通話 

  ・参加：名寄第1団 RS隊 戸田弥祥 
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 ❍北海道胆振東部地震災害ボランティア 

  ・日時：11月17日（土） 

  ・場所：安平町 

  ・参加：札幌第10団 副長補 東野修也 

      名寄第 1団  RS隊   戸田弥祥 

 

 ❍北海道・東北ブロック対面会議 

  ・日時：11月23日(金・祝)14：00～18：30,11月24日(土)9：00～12：30 

  ・場所：宮城県仙台市 青葉区中央市民センター 

  ・参加： 名寄第1団 RS隊 戸田弥祥 

 

 ❍北海道ベンチャースカウトアフターフォーラム 

  ・日時：3月9日(土)13：00～10日(日)11：00 

  ・場所：北海道連盟スカウト会館 

  ・参加：札幌第22団 RS隊 高橋大祉(アドバイザー) 
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各活動の参加者 感想・報告 

❍ボーイスカウト日本連盟 全国大会 

上川地区名寄第1団 戸田弥祥 

 全国大会では、各県連のローバースカウトやユース、大学ローバーの活動

が展示されていたり、世界、無線、各県連行事などのブースもあり、 

また夜は岐阜県ローバーが用意してくださったローバーパックを利用し、全

国のローバーと青少年教育施設に宿泊したことで濃い交流が出来た。 

RCJ総会やRCJの分科会に参加したことで、RCJ全体の雰囲気をつかみ、RCJ

というものがどういった目的を持った組織なのか、RCJや世界中ローバース

カウトの活動を知れた。また、これから一年間始まるRCJ代表という役割の

重要性を認識することが出来た。 

                                        

❍第17回日本スカウトジャンボリー 

「17NSJ奉仕隊での参加による活動報告」 

 札幌地区札幌第22団 高橋大祉 

今回第17回日本スカウトジャンボリーに奉仕隊として初めて参加した。

参加者として楽しむのはもちろんだが、同時に派遣隊スカウトを楽しませ

ると同時により良い大会を運営していくというプレッシャーもあった。今

回、私はプログラムのマーキュリー部門に配属された。マーキュリー部門

は海プロがメインで参加者にとっては一番楽しいプログラムと同時に危険

性も一番高いプログラムでもあった。前回の14回大会ではなかったプログ

ラムの為、どのような危険性が潜んでいるかがわからないプログラムであ

り、準備段階では何度も打ち合わせやデモンストレーションなどを行っ

た。大会当日は午前・午後と合わせて400人近いスカウトが来るため、対
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応に追われたり、トラブルもありました。プログラム1日目が終わり意気

消沈しながらサイトに戻る途中である見知らぬスカウトに声を掛けられ

「海水浴すごく楽しかったです！！」と言ってくれたのがとても印象的で

次の日もやる気を与えてくれた。2日目以降は、ほかのメンバーも流れを

把握出来てきたのでスムーズに行えたと思う。最終日には派遣隊参加時と

はまた違う達成感や名残惜しさを感じる事ができた。 

自分にとって人間的にもまた、スカウト技能としても成長できた大会だ

った。 

 

 「第17回日本スカウトジャンボリーに参加して」 

札幌地区札幌第26団 船橋和幹 

私は今回初めてジャンボリーに参加しました。初めて参加したジャンボリ

ーで本部スタッフのプログラム部を担当いたしました。派遣隊で参加した経

験が無いのでジャンボリーがどの様なものなのか、プログラムはどの様に行

われているのかが分からなく不安でいっぱいでした。また、前泊等を合わせ

ての約2週間のテント（マーキー）泊に体力が耐えることが出来るのかも不

安でした。現地に着くと北海道の暑さと違い、黙って立っているだけでも汗

が出てくるので耐えられるのか、ますます不安になりました。会場に入り、

プログラム部の準備の時に北海道から来たというだけで周りのリーダーやロ

ーバーの方々から話しかけられ仲間が出来ました。友達（仲間）が出来るか

が不安でしたが、活動が始まると意外と出来るものだなと思いました。担当

だったプログラムには年齢が近い人が少なく、あまり全国的な仲間を作るこ

とが出来ませんでしたが、人数が少なかったせいかその仲間たちと開会式や

大集会を一緒に観に行けて、とても楽しい日々を過ごすことが出来ました。

そのお陰か日々の生活が楽しく不安だったことが嘘のようでした。あっとい

う間にジャンボリーが終わり仲間たちとの別れもありとても寂しい気持ちで
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した。ボーイスカウトという活動を続けていて今回のジャンボリーに参加し

て改めてこのスカウト運動のすばらしさを実感することが出来ました。普段

の学校生活等ではなかなか道外の友達や年齢の離れている仲間を作る事が難

しいので私はこの活動を続けていて良かったと思いました。自隊・団で今回

学んだこと・経験したことを副長補としてスカウトたちにこの活動の楽しさ

等を少しづつ伝えていけたらいいなと思える良い機会になりました。 

 

 上川地区名寄第1団 戸田弥祥 

  過去2回の日本ジャンボリーと違った点、それは参加隊ではなくスタッ

フとして参加したということ。今回で3回目の参加となるジャンボリー。今

までのジャンボリーとは一味違った。 

今回私はプログラム部のアマチュア無線の配属になった。配属先が決定し

たのが6月で、無線班は事前に準備する道具等が多いためメーリングを使用

し入念に打ち合わせを行っていた。そのため大会期間中はスムーズに行うこ

とができた。実際に大会本部スタッフやサブキャンプスタッフを体験してみ

て大会を陰で支えている方々の苦労を身を以って感じることができた。プロ

グラムを提供するためには多大な準備期間と打ち合わせ時間を要し、スカウ

トに楽しんでもらえるように説明し、失敗よりよくなるように改善する。プ

ログラム展開中や合間に会場でスカウトとすれ違ったりする中で、スカウト

の笑顔やスカウトからの「ありがとうございます。楽しかったです」の一言

は本当に頑張って良かったし同時に嬉しさもあった。大会本部スタッフとし

て参加したことで学びあり、発見あり、苦労あり、楽しさあり、笑いあり思

い出に残るものとなり、人として成長することが出来たと感じる。さらに、

今回は12NAで出会った方のご厚意で無線に就くことができ、無線班の方々に

は様々なことを教えていただき、無線に配属になれてよかったと心から思え

た。また、期間中は今まで参加してきた様々な大会等で知り合った方々と会
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うこともでき、大会の最後にはローバー代表として閉会式に出演できたり貴

重な体験もできた。 

ジャンボリーに行く回数を重ねるたび大変なことも増えている反面、学ぶ

ことも、感動も新たな出会も再会も多くなってきているなと感じる。また今

回は「ボーイスカウトってやっぱいいな」と改めて感じることができた瞬間

がとても多かった。4年後の18NSJにもぜひ参加したい。 

                                                

 

❍RCJ Re;Quest 

上川地区名寄第1団 戸田弥祥 

はじめに、このRCJ Re；Questに参加目的は大学ローバーを含む全国のロ

ーバースカウトや同年代の指導者との交流を図りたい。と、道内のローバー

や同年代の指導者が活動するうえで抱える課題や解決法、活動に対するヒン

トを得て、参考にしながら今後活動していきたいという二点だった。 

実際この三泊四日で久しぶりに班生活をし、多種多様なプログラムを通し

て、発見も多く、道内で活動するためのヒントを得ることができたのではな

いかと感じている。 

まず、大学ローバーの活動を知ることができたのはローバースカウトとし

てローバーリングを行う中でのヒントを得ることができたのは大きい収穫で

した。普段の活動内容を聞くと、私自身もあまり経験したことのないような

事をやっているということを知った。例えば「100㎞移動ハイクin北海道」

のキャンプをやっていたり、地域の子供に目を向けにイベントの企画・運

営、ネパールでのプロジェクト、技能訓練やスタンツなど、私達以上にロー

バーリングをしているのかなと感じた。 

次に、プログラムの選択と地域密着である。プログラムは半日と一日プロ

グラムがあり、半日プログラムから二種類、一日プログラムから一種類の計
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三種類を選択できた。他にも、全体プログラムとして全員参加型のウェルカ

ムナイトやローバーナイト、自由参加型のローバーカフェもありました。人

数が多いから選択するだけのプログラムを作れるのは勿論ですが、参加者が

やりたいと思えるように、野外活動だけではなく、地域に重点を置いたもの

や高萩の自然を肌で感じるものなど様々な角度からのアクティビティを取り

入れて方が参加者によりプログラムを楽しんでもらえると改めて学んだ。 

最後にSDGsについてである。半日プログラムに「SDGs Rovering×SDGsフ

ォーラム」があり、このフォーラムではSDGs＝持続可能な開発目標の17個の

項目から私たちがローバーリング（スカウティング）でできることを、ワー

ルドカフェ方式を用いて意見交換などを行ったもので、中でもジェンダー平

等や活動中の男女差別、教育についての話し合いが多く、様々な意見や問題

点が挙げられた。SDGｓの17の項目はこれから指導者になる私たちローバー

スカウトが実際に活動等やフォーラム等に取り入れていくことによって、自

ら理解し、指導者としての立場になった時にスカウトに教え一緒に考え問題

解決や社会への奉仕等に取り組んでいけるのではないかと感じた。 

ローバーリングに「正解や本物」というのはないと思うが、これがローバ

ーの活動なのかという疑問は起こります。また、ローバーは指導者になるた

めのステップであるため、指導者とスカウトの間をさまよい続けるのがロー

バーリングなんだと改めて感じた。 

このRe；Questで得たことを活かし、これから道内のローバースカウトや

同年代の指導者が集い、何か一緒に活動ができる場を作りたいと考える。ま

た、少しでも後輩スカウトの活動の架け橋になれればと思う。 
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❍北海道ベンチャースカウトフォーラム 

「第22回全国スカウトフォーラムに向けての北海道フォーラムアドバイザ

ーとして参加したことによる活動報告」 

札幌地区札幌第22団（RS） 高橋大祉 

私は、前回北海道代表として参加した為何かできることはないかと思い

アドバイザーとして参加した。今回のテーマ「私たちにできる社会貢献と

は」との題で議論された。参加者全員フォーラム初経験という驚きから始

まった。まず、フォーラムとは何かから始まり自分たちが目指す目標など

を説明した。分科会では2チームに分かれ別々のテーマで話し合い、模造

紙で作成した1つの作品を使用し発表・意見交換を行った。その後、特別

フォーラムと題して「北海道のスカウトを300％増加させる」のテーマの

もと意見を出し合った。別テーマで楽しく議論して後は、本題テーマの採

択分とアクションプランを作成。毎年ここで誰もが煮詰まる…が、アドバ

イザーからヒントやアドバイスなどをもらい作り上げることができてた。

今年は珍しくすぐに北海道代表が選ばれ発表の準備へと移った。私は別件

のためここまでしかいれなかったが北海道代表として大会期間中も頑張っ

てほしいと思う。 

 

❍北海道胆振東部地震災害ボランティア 

「ボランティアに参加して」 

札幌地区札幌第10団（副長補） 東野修也 

ボランティアは偽善的なひとばかり集まっているものだと思っていまし

たが、皆さん何か楽しそうなんです。私はボランティアはまじめに礼儀よ

く大人しくやるものだという固定概念にとらわれていたのですね。最近は
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なにかと不謹慎だとか何とかすぐ言ってくる人がいますよね。そんなこと

はないんですよ。ボランティアが元気なくちゃ被災者の人達も笑顔になら

ないんですよ。「自分が楽しんでいたら他の人を助けていた〜」なんて素

敵ですよね。それができるのがボランティアなのだと今回感じました。 

 

上川地区名寄第1団 RS隊 戸田弥祥 

 北海道胆振東部地震から約2カ月が経って被災地へ行ってきました。 

現地では安平町の小学生が行っていた「8千人の笑顔プロジェクト」にも

協力させていただきました。 

私たちが参加した時の作業は倒壊した家屋から出たごみの分別でした。ゴ

ミ捨て場となっているところは公園の空き地だったため、雨や泥などで汚れ

ており、ごみは広範囲で山のように積まれていたため、やってもやっても減

っている感じはあまりありませんでした。また、ガラスの破片も混ざってい

たり、汚れて分別が難しいものもありした。さらにごみの中には家族写真や

子供服、おもちゃやアルバムなどを捨てることが私的には本当に辛かったで

す。しかし、最後にはかなりゴミの山が減っており、このようなに一つ一つ

の小さな作業によって、復興へと近づいていくとだと感じました。 

この日一日は、復興に向けてマチの人を元気にしたいと頑張っている子供

たちから私も元気をもらいました。 

今後も安平町だけではなく胆振東部地震の被災地復興のために、何らかの

形で協力していきたいです。 
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集会・会議開催報告 

 真・若い風の発足時を含み今年度は集会1回とLINEグループ通話を利用し

たLINE会議を4回開催した。 

 以下、集会および会議の日時、参加者名、会議の議題についてである。 

 

❍第1回 北海道ローバースカウト集会（仮名） 

・日時：平成30年7月7日（土）18時～8日（日）8時 

 ・場所：北海道連盟スカウト会館 

・参加：名寄第 1団  RS隊  戸田弥祥    

札幌第 4団  RS隊 ラトール斗士治 

札幌第10団 副長補 東野修也  

札幌第22団  RS隊  高橋大祉（1日目の夜から） 

札幌第26団 副長補 船橋和幹 

 

❍第2回 真若い風会議 

 ・日時：平成30年8月14日（火） 

 ・場所：LINE通話 

 ・参加：名寄第 1団 RS隊 戸田弥祥  

札幌第 4団 RS隊 ラトール斗士治 

     札幌第18団 RS隊 坂井壮太 

札幌第22団 RS隊 高橋大祉 

 ・議題：ＳＮＳ開設プロジェクトについて 

     今後の活動について（目標など） 
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❍第3回 真若い風会議 

 ・日時：平成30年9月17日（月・祝） 

 ・場所：LINE通話 

 ・参加：名寄第 1団 RS隊 戸田弥祥 

北見第 2団 RS隊 今泉賢斗  

千歳第 1団 RS隊 常世田千尋 

札幌第18団 RS隊 坂井壮多 

札幌第22団 RS隊 高橋大祉 

 ・議題：ＳＮＳ開設プロジェクトについて 

       ロゴの作製について 

       北海道胆振東部地震災害ボランティアについて 

       今後の活動について（目標など） 

 

❍第4回 真若い風会議 

 ・日時：平成30年11月5日（月） 

 ・場所：LINE通話 

 ・参加：名寄第1団    RS隊 戸田弥祥 

北見第2団    RS隊  今泉賢斗         

秩父別第1団 副長補 松永拓真 

千歳第1団   RS隊  常世田千尋 

札幌第10団  副長補 東野修也 

札幌第18団   RS隊  坂井壮多      

札幌第26団  副長補 船橋和輝         
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 ・議題：SNSについて 

来年度の計画・予算等について 

今後の活動について 

活動・イベント案内   

 

❍第5回 真若い風会議 

 ・日時：平成31年2月5日（火） 

 ・場所：LINE通話 

 ・参加：名寄第1団  RS隊   戸田弥祥 

     北見第2団 副長補 今泉賢斗 

          札幌第4団  RS隊  ラトール斗士治 

     札幌第18団 RS隊  坂井壮多 

     千歳第1団   RS隊  常世田千尋 

 ・議題：RCJ運営委員からの連絡事項 

北海道・東北ブロックからの連絡事項  

SNSについて 

定例会について 

北海道RSフォーラム（仮） 

今後の活動について 
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集会・会議参加者代表 報告・感想 

  

 ❍北見第2団 副長補 今泉賢斗 

    北海道は広く集まるのはとても大変なので、ライン会議を開くことに

よって全道のスカウトと意見交換ができたり、話し合いができることで

プロジェクトの計画を立てる会議もできるのでいいと思います。ただ、

年に何回かはスカウトがどこかに集まって顔を合わせながら会議する必

要もあると思いました。 

 

 

 

❍千歳第1団 RS隊 常世田千尋  

私はLINE会議に参加して、どれだけ距離が離れていたとしても、北海

道のローバースカウトとして何かしら活動していきたいという気概を感

じることができました。私は、もともと千葉県で活動していましたが、

北海道への引っ越しを機にこのグループに参加させてもらいました。ス

カウトという一つの共通点があったおかげで、北海道のスカウトとこう

してつながることができました。 

   しかしながら、私の場合メンバーの方々と会ったこともなければ直接

話したことがあるわけでもないのであまり意見を言いにくいことや、そ

もそも通信状態が悪いと話がうまく聞こえないなどの問題はあります。

しかし、こうして行動を続けることが大事だと思うのでこれからも改善

しながらやっていけると良いなと思います。    
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SNS開設プロジェクト 

❍プロジェクトをするにあったて・・・ 

このプロジェクトは、利用者の多いSNS、特にFacebookとTwitterを利用

し、北海道内のローバースカウトや同年代の指導者の行っている活動を少

しでも全道・全国に発信したいと考え動き出した。 

FacebookやTwitterであればスカウトだけではなく指導者や保護者など

利用している人も多いため、目につきやすく、見てもらえるのではないか

と考える。 

プロジェクトなので、期間は平成31年3月31日までとするが、SNSの運営

は辞めるのではなく現状報告をするだけで、運営はそのまま継続する。ま

た、今後も引き継いでいく。 

 

❍開設・始動までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

１
•7月8日(日) SNS開設プロジェクト 可決

２
•8月17日(金) 宣伝用デジタルカード作成

３

•9月2日(日) 宣伝用カードを用いて宣伝開始
（個人SNS・県代表情報ツール・LINEグループ等 ）

4
•10月1日(日) 投稿開始
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❍宣伝カード 

1枚目               2枚目 

 

 

 

 

 

 

❍アカウントと管理者 

下記の通りSNS（Facebook・Twitter）のアカウントを作成し運営してい

る。運営するにあたり、各SNS（Facebook・Twitter）に管理者を配置して

いる。なお、管理者は引き継ぐ同時に変更していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

Facebookの管理者は戸田弥

祥（名寄第1団RS）・坂井

壮多（札幌第18団RS） 

Twitter 

Twitterの管理者は戸田弥祥

（名寄第1団RS）・ラトール

斗士治（札幌第4団RS） 
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❍フォロワーとページのいいね数 

 Twitter フォロワー数：74人 

Facebook ページへのいいね数：62人 

（2019年3月31日(日)現在） 

 

❍今年度の主な投稿内容 

 ・10月 1日(日) 「アカウント開設にあたって」 

・10月16日(月) 「第60回全道スカウティング研究協議会」 

・10月23日(月) 「札幌地区カブ行事」 

・11月 9日(金) 日本連盟のページをシェア 

・11月19日(月) 「災害ボランティア」 

・11月24日(土) 北海道・東北ブロックフェイスブックページをシェア 

・11月27日(火) 北海道・東北ブロックフェイスブックページをシェア 

・12月21日(金) 日本連盟のページをシェア 

・12月24日(月) 「クリスマス＆年末までの投稿」について 

・12月25日(火) 

      ～    「2018年の振り返り」 

12月30日(日)  

・ 1月 5日(土) 「新年の挨拶」 

・ 1月18日(金) 「イベント宣伝：名寄RS雪中キャンプ宣伝」 

・ 2月11日(月) 「イベント宣伝：名寄RS雪中キャンプ 

北海道VSアフターフォーラム」 

・ 2月22日(金) 日本連盟のページをシェア 
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・ 3月 1日(金) 名寄第1団のページをシェア 

「イベント中止のお知らせ」 

・ 3月 4日(月)  北海道・東北ブロックページをシェア 

・ 3月10日(日)  「北海道ベンチャーアフターフォーラム」 

・ 3月27日(水) 日本連盟のページをシェア 

・ 3月30日(土) 「24WSJ日本派遣団A分団第1隊 説明会参加」 

       24WSJ日本派遣団a分団第1隊ページをシェア 
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SNS管理者 感想・報告 

❍Facebookページ 

「北海道ローバース『真・若い風』Facebookページを立ち上げて」 

管理者：札幌第18団 RS隊 坂井壮多 

Facebookページの担当となったのは、自身が道外にいても北海道ローバ

ースとして活動を支援できることが可能だと思ったからだ。しかし、いざ

立ち上げて運営を始めてみてから思ったのが、記事となる活動を道内のロ

ーバーから積極的に聞くことをしてなかったため、結局は道内でどのよう

な活動をしていたのか、どのような話が進んでいて、どのような結果にな

ったのかを私が記事にすることはなかった。特に、各地区で行われた個人

個人の活動をもっと積極的に聞く必要があると思われる。そこは非常に反

省すべき点で、来年度からは是正が必要だと思います。 

また、管理者となっているが、記事のアップなどはほぼ全て戸田さん1

人が行っていることもあり、所管としては「管理者」という位置付けがピ

ンと来ていないところも本心である。管理者となるならば、戸田さんと相

談して記事を考え、推敲することを恒例的に行う必要あると感じる。 

Facebookページを立ち上げたことにより、活動や企画を道内に発信する

ことで、道内の動きが自他共に認識され、今までの不安定なつながりだっ

た道内ローバース同士の今後の広大な土地柄、道内のメンバーを集めるの

は非常に難しいが、SNSを通じて今後は安定した活動を行い、道内を一つ

にまとめあげれるようなページを目指します。 

その他として、「北海道ローバース、真・若い風」には未だにれっきと

したロゴマークがあらず、現在のアイコンが北海道連盟のワッペンの画像

となっているため、もう一度協議して作成が必要かもしれない。 
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❍Twitterページ 

管理者：札幌第4団 RS隊 ラトール斗士治 

本年度Twitterを担当した札幌4団のラトールです。真・若い風の   

Twitterアカウントを開設して5ヶ月でフォロワーを73人獲得することがで

きました。ここでは新しい風として道内のローバーの活動を道内および道

外の指導者やスカウトに発信できました。今後は発信する内容を改めて見

直し、来年度からよりよい情報発信を行えるよう工夫していきたいと考え

ています。 
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活動記録集 

  

WB研修所スカウトコースにローバースカウト1人、指導者2人が参加。 

 

 

 

 

 

 

  

 

  全国大会ではRCJ総会・会も開催され、平成30年度RCJ北海道代表の戸田

が参加した。また、ローバーの宿泊プランもあり、夜はブロック会議と全国

のローバーとの交流も設けられていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB研修所スカウトコース 

全国大会 
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北海道からは3人が大会本部スタッフ（プログラム部）で参加。 

 

  

第17回日本スカウトジャンボリー 
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名寄第1団RSの戸田が参加した。期間中は北海道・東北の7人で班を組み、

充実した3泊4日を過ごした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北海道胆振東部地震から2カ月。安平町に札幌10団VS隊とともにボランテ

ィアに参加。 

 

 

 

 

 

 

 

RCJ Re;Quest 

災害ボランティア 
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札幌第22団高橋がアドバイザーとして参加。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

なかなか集まることが難しいブロックだが、面と向かって話し合うこと

で、普段の電話会議とは違った話し合いができた。 

 

 

 

 

 

 

 

ベンチャーフォーラム/アフターフォーラム 

全道研 

RCJブロック対面会議in仙台 
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・来年度活動予定 

 来年度の主な活動予定は以下のとおり。 

期日 名称 開催地 

4/29～5/2 24WSJ事前訓練 
岩手県 

(国立岩手山青少年交流の家） 

5/2～5 
WB研修所 

スカウトコース 
ボーイスカウト真狩野営場 

5/25～26 RCJ総会・RCJ会議 鹿児島県 

7/19～21 24WSJ事前訓練 
東京都 

(国立オリンピックセンター） 

7/21～8/5 

(7/19～8/6) 
24WSJ 

アメリカ 

（ウェストバージニア州） 

8/1～5 北海道BS・VSキャンポリー ボーイスカウト真狩野営場 

10/12～14 RCJフォーラム2019 大阪府 

10/12～13 
全道スカウティング 

研究協議会 
 

未定 RS100㎞ハイク 東京 

未定 北海道RSフォーラム 未定 
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平成30年度RCJ北海道代表のまとめ 

上川地区名寄第1団ローバー隊 戸田弥祥 

 はじめに、2018年度1年間RCJ北海道代表として活動させていただいたこと

に心から感謝しています。私自身、ローバースカウトの役割とは何か。ロー

バースカウトの活動とは何かなど疑問も多くわからないことも多々あった中

での代表決定だったのでとても不安がありました。 

代表になることが決まった時「北海道内のローバーや若い指導者を動かし

てくれ」と言われ、私の中で一番先に頭に浮かんだのが先輩方が行っていた

“若い風”の活動を復活させるということでした。若い風では北海道キャン

ポリーやカブラリーなどの事業への参画やオープンフォーラムや災害ボラン

ティアなど活発に活動していたイメージが強くありましたが、現在の私たち

ローバーは北海道のスカウティングに何が出来ているのか、と考えた時、私

の中では“コレ”というものが浮かんできませんでした。 

今年度一年間を通しての反省として、SNSの管理運営や「真若い風」内で

の役割分担が出来ていなかったなど様々なことが挙げられます。しかしその

反面、北海道のローバー全体の進歩としては、以前の“若い風”を「真・若

い風」として復活させ、LINEグループの作成をし、7月から集会とLINE通話

会議を計5回開催したこと。また、北海道ローバース「真・若い風」として 

FacebookおよびTwitterのSNSアカウント(ページ)の運用開始できたという、

4つが大きくげられるのではないかと感じています。 

このだだっ広い北海道内のローバースカウトや同年代の指導者が集まって

何かを行うということはなかなか難しいことですが。しかし、一つの組織と

して活動していき、SNSを利用することで近況報告や共有しておきたい情報

などをスムーズに行えるようになり、離れていても何か一つのことにみんな

で取り組んでいくことが出来るようになりました。（LINEグループを作成し

て約6カ月で28名がグループに参加。道内で活動しているローバーや同年代
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の指導者の他に県外から来ているスカウトやいずれ再登録をしたいという方

も招待した） 

 次にSNSアカウント運用開始についてですが、SNSを運用し始めて約6カ月

が経ち、TwitterとFacebook共に少しずつフォロワーやいい数を増やしてい

ます。ゆっくりではありますが、スカウト関係者だけではなく色々な方に

「真・若い風」の活動を知ってもらえているのではないでしょうか。来年度

以降もSNSの運用を継続し、より多くの方々に北海道内の様々な活動を知っ

ていただけるようにしていきます。そのためには、管理者同士の連携や道内

各地から活動情報を提供してもらうなど工夫や改善を日々行っていく必要が

あります。 

2019年度は平成と新元号を跨ぐ特別な年度であるとともに、スカウト界で

は第24回世界スカウトジャンボリーやRCJフォーラム2019など大きなイベン

トも多くあります。また、北海道ローバーとしては北海道ローバースカウト

フォーラムを開催する予定です。RCJフォーラム2019には北海道連盟からも

数名参加し、全国のRSやユース年代の活動を知るきっかけにすると同時に、

北海道ローバースカウトフォーラムを通じて道内の交流と北海道のスカウテ

ィングへの貢献をしていきたいと考えています。さらに、4月からはLINE会

議を毎月1回行い、各地区の活動や事業等の情報交換をし連絡を途絶えない

ようにしたり、「真・若い風」としてローバーや同年代の指導者が道内のイ

ベントや事業に参画していきたいと考えています。私たちの存在が少しでも

後輩スカウトの手本となれるよう真・若い風一同頑張ります。 

 最後に、今年度一年間RCJ北海道代表を務めさせていただき本当にありが

とうございました。また、7月から“若い風”を受け継ぐように「真・若い

風」を発足できたことを心から感謝いたします。上記に長々と様々なことを

書いてきましたが、来年度はよりパワーアップした北海道ローバーの活動を

していき、行動で示し、SNSで皆さんにお届けできるようにスカウティング

に励んでいきたいと思います。2019年度もよろしくお願い致します。 
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❍ボーイスカウト北海道連盟❍ 

  ［郵便番号 都道府県 市区町村 番地]：〒北海道札幌市豊平区平岸4条14丁目3‐40 

[   電話   ] ：０１１－８２３－７１２１ 

[    Fax   ] ：０１１－８１４－９３７７ 

［   mail   ］：mailto:bs-hokkaido@douren.org 

[Web サイト] ：http://www.bs-douren.org/index.php 

 

❍北海道ローバース「真・若い風」 

［   mail   ］：roverscouthokkaido@yahoo.co.jp 

http://www.bs-douren.org/index.php
http://www.bs-douren.org/index.php
mailto:roverscouthokkaido@yahoo.co.jp
mailto:roverscouthokkaido@yahoo.co.jp
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