平成 19 年度

第 26 回 ベンチャースカウトフォーラム

報告

的：スカウト活動創始 100 周年に伴い、県下各地区代表ベンチャースカウトが一堂に集い
フォーラムを実施する事で、スカウトが相互に刺激しあい充実したベンチャー活動の
実行を図る。
開催日時：平成 19 年 7 月 16 日(祝日) 10：00 〜 16：00
会
場：神戸クリスタルタワー 7 階 会議室
テ ー マ：『 実りあるベンチャー活動へ !! 』
100周年を迎える本年、ベンチャー活動の足元を見直し、県下のベンチャースカウトがよ
りよい活動を行っていけるよう「ベンチャー活動」それ自体をキーワードとし、このテ
ーマを設定した。
参 加 者：地区代表ベンチャースカウト３７名 スタッフ・アドバイザー２２名
運営組織：(1)開催に必要な準備ならびに運営は兵庫連盟が担当する。
(2)フォーラムの議事運営は、VLAC を中心に参加スカウトの自主運営を基本とする。
※ VLAC: Venture Lively Action Conference
目

経過記録（日程表）
時刻
08：00

内容
VLAC 集合
予定確認（プログラム・役割分担）・会場設営

09：30 受付開始
10：00 開会式
オリエンテーション
1.前年度からの県下活動の流れ
10：10
2.このフォーラムの目的と目標
3.VLAC メンバーの紹介
10：30

各地区フォーラム報告
参加各地区の活動状況、方向性の発表と質疑応答

11：40 分科会１
12：00 昼食
13：00 分科会２
14：00

全体会
分科会各グループ(6 グループ)の発表と質疑応答

14：40 休憩
14：50 全体討議 (分科会で出た意見を VLAC がまとめて提案)
15：15

採択文の検討
各ブロック(3 ブロック)に分かれて採択文の検討を行う

15：45 採択
15：50 次期 VLAC メンバーの選出
15：55 閉会式
16：00 解散
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経過記録（詳細）
開会式・オリエンテーション
開会式
1.開会の言葉
2.国旗儀礼
3.国歌斉唱
4.主催者挨拶 （南副コミッショナー）
5.閉式の言葉

オリエンテーション
1.前年度からの県下活動の流れ （清水副コミッショナー）
今年度の事業予定の紹介
新しいグループの発生
地区 VS フォーラム・県連盟 VS フォーラムを通じて
本年度開催
・第 26 回 兵庫連盟ベンチャーフォーラム (7 月)
・第 21 回 世界スカウトジャンボリー (7〜8 月)
・スカウト活動報告会 (11 月 3 日 予定)
・アワード
・21WSJ の活動
・富士チャレンジキャンプ
・県下ベンチャー活動
・富士スカウトを讃える会 (3 月 21 日 予定)
来年度開催
・第 10 回 日本アグーナリー
・兵キャン
2.このフォーラムの目的と目標
「実りあるベンチャー活動へ」
Do の年
活力を持って活動しよう、活躍しよう
そのためにはプログラムプロセスが大事
企画からする
あるものからする
Do
3.VLAC メンバーの紹介
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各地区フォーラム報告
[尼崎地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 10 日(日) 9:30〜16:45

開催場所

尼崎市立 立花地区会館 / 尼崎市立 青少年センター

参加人員構成

テーマ

ベンチャースカウト 18 名
アドバイザー
10 名(指導者)
その他 (内数 3 名)(講演者･報告者) 計 28 名
『実りあるベンチャー活動へ！！』

討議題目

よりよき活動に向けての「ベンチャー活動」の取り組み
「実りあるベンチャー活動」を実現するために、我々ベンチ
ャースカウトがしたいと考えている事は何か･しなければと
考える事は何か･できることは何かを、今年度の地区ベンチャ
ープロジェクト及び下記や永代海プロジェクトでの実践に向
けて、地区ベンチャースカウトみんなで討議を行う。

採択事項

『実りあるベンチャー活動に向けて、次の 3 つを実施する！』
1.地区体験入隊行事への地区ベンチャー活動としての参加
2.能登震災復興に向けた募金活動
3.夏季野営大会でのベンチャープロジェクトの展開

[伊丹地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 10 日(日) 19:00〜21:00

開催場所

伊丹市立スワンホール

参加人員構成
テーマ

ボランティア室
18 名
5名

ベンチャースカウト
アドバイザー

計 23 名

伊丹地区ベンチャー隊を立ち上げよう

討議題目

1.各団のベンチャー活動の現状
2.現在の活動に対する不満･改善点
3.今後の地区ベンチャー隊としての活動について

採択事項

奉仕活動で満足しないで、
ベンチャーとしての活動を月 1 回はしよう
＊伊丹地区ベンチャー隊の発足
議長：日浦 航 (伊丹 12 団) 副議長：岡田 力 (伊丹 12 団)
書記：吉田 (伊丹 10 団)

[川西地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 23 日(土)

開催場所

川西市中央公民館

参加人員構成
テーマ

ベンチャースカウト
アドバイザー

2階

18:00〜20:30
第 1 会議室

3名
3名

実りあるベンチャー活動へ！！

計 6名
実りって？

討議題目

1.「実り」ってどのような活動が実りがあるの？
2.今現在の活動の評価は？

採択事項

自団での会議を活発にする
(手段：連絡を取り合っていく)
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[宝塚地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 10 日(日)

開催場所

宝塚市立中央公民館

参加人員構成

ベンチャースカウト
アドバイザー

テーマ

9:30〜12:00

3名
5名

計 8名

実りあるベンチャー活動へ！！

討議題目

ベンチャー活動の原点を見つめなおして、
今、自分たちに出来ることを考えよう。

採択事項

地区のベンチャーを集結しよう！
まずは合同キャンプに向けて、各団の議長を集めてフォーラ
ム 2 回戦を。

[芦屋地区]
開催日時
開催場所
参加人員構成
テーマ

フォーラムの開催はできませんでした。
これから、ベンチャー活動を再興したい！

討議題目
採択事項

[西宮地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 3 日(日)

開催場所

西宮市立中央公民館

参加人員構成

ベンチャースカウト
アドバイザー

テーマ

19:30〜

603 集会室
8名
1名

計 9名

実りある VS 活動とは

討議題目

1.普段取り組んでいる VS 活動について
2.そのような活動は何故出来ているのか？
3.2.の話で出た考えを達成する活動とは何か？

採択事項

目標を持ち、積極的に楽しく周りと協力して計画し幅広い活
動をする

[神戸地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 2 日(土)

開催場所

神戸市青少年会館

参加人員構成

ベンチャースカウト
アドバイザー

テーマ

EX が風を起こす！

6名
2名

計 8名

討議題目

地区 VS の結束を強め、活発にしていくために。

採択事項

後輩に、EX の『志』を繋ごう
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[神戸中地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 16 日(土)

開催場所

ユースプラザ KOBE WEST

参加人員構成
テーマ

ベンチャースカウト
アドバイザー

17:45〜19:45

3名
1名

計 4名

集う

討議題目

1.ベンチャーフォーラムの開催をスカウトが知っていたのか
(団･隊から連絡があったのか)
2.地区のベンチャースカウトに、直接連絡ができないものか
(隊と隊との垣根を取り払えないか
ベンチャースカウト同士が連絡できないのか)
3.集まらなくては
(須磨グループでテスト集会を企画してみる
スカウトらしく形にはこだわらない)

採択事項

何が何でも集まろう

[神戸北地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 17 日（日）13：00〜15：30

開催場所

洞川教育キャンプ場

参加人員構成

ベンチャースカウト
アドバイザー

テーマ

内容の伴ったベンチャースカウト活動について
①
②

討議題目
③
④

採択事項

3 名うち VLAC メンバー1 名）
2 名 その他 1 名
計6名

各団の活動・現況の報告
現在、自分が挑戦していること（富士スカウトに挑戦し
たい）
内容の伴ったベンチャー活動とは
県連ベンチャーフォーラム参加について

「幅広いベンチャースカウト活動の展開」
隊活動においても、地区活動においても幅広く声かけをし、
楽しい活動を展開する。また、他地区のメンバーとの交流会
も活発に展開して意向。

[神戸垂水地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 23 日(土)

開催場所

神戸垂水地区

参加人員構成
テーマ

13:45〜17:00

神戸第 70 団野営場

ベンチャースカウト
アドバイザー

5名
4名

計 9名

地区ベンチャースカウト全員集合

討議題目

地区ベンチャー活動の活性化を図る。

採択事項

地区ベンチャースカウト全員が集まる機会を作り、そこから
ベンチャー活動の活性化を図るプログラムを立ち上げていく
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[東播地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 10 日(日)

開催場所

明石市魚住市民センター

参加人員構成

テーマ

ベンチャースカウト
アドバイザー
その他

10:00〜13:30

6名
2名
1名

計 9名

地区合同野営大会で実りあるベンチャー活動を

討議題目

日ごろの活動状況について話し合う。
1.ベンチャースカウトとして、地区合同野営での役割を
どうするのか。
2.ベンチャープログラムとして取り組むためには
どうすればよいのか。
3.地区ベンチャー会議を開催し、具体的計画を作成する。

採択事項

地区野営大会を VS の支援で盛り上げよう。

[北播地区]

地区フォーラムの報告書がありません

開催日時
開催場所
参加人員構成
テーマ

BS のお手伝いが多く、VS 活動が活発でない。
地区全体で活動を高めてゆきたい。

討議題目
採択事項

[西播地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 23 日(土) 〜 24 日(日)

開催場所

宍粟市

参加人員構成
テーマ
討議題目

ロクロシキャンプ場

ベンチャースカウト
アドバイザー

3名
2名

実りあるベンチャー活動へ！！
1.B-P のラストメッセージについて
2.ベンチャー活動を楽しむために
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計 5名

採択事項

自分のしたいことをしたい！そうすることで、新しい知識や
知らなかった世界などが現れたりして、自分の可能性が広が
ると思う。
将来、人を幸福にしたりするための知識などをベンチャー活
動で養うことが大切。
地区内ベンチャーとの交流を図り、今後も一緒に活動する。

[姫路地区]
開催日時

平成 19 年 4 月 21 日(土)

開催場所

姫路 4 団

参加人員構成
テーマ

団事務所
6名
6名

ベンチャースカウト
アドバイザー

計 12 名

ベンチャーの元気を出そう

討議題目

いかに VS の活動を活発にさせていくか

採択事項

団のみでなく、団の枠を超えて意欲的に活動を行う

[神戸東灘地区]
開催日時

平成 19 年 6 月 17 日(日)
平成 19 年 7 月 14 日(土)

開催場所

東灘区魚崎 地区事務所

参加人員構成

テーマ

1 回目
ベンチャースカウト
アドバイザー
その他
2 回目
ベンチャースカウト
アドバイザー
その他

19:00〜21:00
19:00〜21:00

9名
7名
1名

計 17 名

12 名
4名
1名

計 17 名

地区におけるベンチャー活動の可能性

討議題目

1. 各団のベンチャー活動の問題点
2. 富士章への取り組み (プロジェクト・宗教章・技能章)

採択事項

地区ベンチャー会議を発足し、プロジェクトの活発化を図る。
富士章申請を 20 歳まで延長できるよう県連に依頼。

この発表の中で神戸東灘地区の代表スカウトより以下の要望(質問)が提議された。
・兵庫連盟への要望
1.富士章の取得可能年齢制限の、兵庫基準(18 歳)から全国標準(20 歳)への引き上げ
2.県全体で集まれる活動(周年行事など)を増やす
・VLAC への要望
その存在が、県フォーラムに参加したスカウトくらいにしか知られていないので、
存在の PR 及び、活動内容の紹介を積極的にして欲しい
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この問題提議を受け、昼食後の分科会２の時間を利用して、フォーラムに参加していた VS 部門
の指導者でラウンドテーブルを開き、富士章取得年限設定の趣旨などを確認し、上記の要望に対
する回答を作成することになった。
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分科会１・２
地区をベースにした 6 グループに分かれ、昼食を挟んで発表に向けてグループ内で討議。
全体会議で発表する資料(模造紙)を作成。

‐9‐

全体会議
各グループのテーマ及び審議等の結果を基に模造紙を使って発表説明
１班
Q1. 普段何をやっているか？
・楽しい会議
・奉仕
← ほとんどが BS 隊への奉仕
Q2. 実りある活動って？
・地区で技能を上げる
自分・他人に対して
・楽しい活動、充実した活動 (人数を集めるためにも)
プラスになる
・次につながる活動
楽しい活動
・自分たちで計画した活動
・地域のためになる活動
・自分にプラスになる活動
Q3. それを実現するためには？ (楽しい活動とは？)
1. 人数を増やす
増えすぎると活動しにくいのでは？
これは、上手く活用できればより良い活動が可能
2. 自分たちで計画した活動をする
3. 堅苦しくしない
4. 活動費が欲しい (活動費が少ないと幅広い活動が出来ない)
Q4. Q3 は具体的にどうすればよいか？
Q3-1.を実現するには
・体験入隊
・学校に勧誘のパンフレットなどを配布
・他団と合同で活動する
Q3-2.を実現するには
・自分たちで計画する (プロジェクト法)
Q3-3.を実現するには
・お菓子などを食べながらの会議
・雑談を入れる
Q3-4.を実現するには
・ボーイスカウトそのものに募金をしてもらう

採択文（まとめ）
「実りあるベンチャー活動とは
自分・他人に対してプラスになる楽しい活動」
自分にとってプラス、他人にとってプラス、そして楽しい
この 3 つがそろった時、実りあるベンチャー活動になる
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２班
実りあるベンチャー活動へ
〜 ベンチャー活動の現状〜
1. 全体的に人数不足
2. 奉仕に片寄っている
3. 日程が合わずに参加できない
4. 団の壁がある
〜 ベンチャーのこれから 〜
・他団、他地区のベンチャーと協力する
・ベンチャーらしい活動も自分たちで計画し実行する
・今日を機に交流を深める
〜 まとめ 〜
自分の地区のベンチャースカウトの数を把握し、団ごとに連絡を取り、
地区の活動に呼び、その場で企画、計画、実施、報告、反省をし、
ベンチャーらしい活動を展開してゆく。

採択文（まとめ）
「自分の地区のベンチャースカウトの数を把握し、
団ごとに連絡を取り、地区の活動に呼び、
その場で企画、計画、実施、報告、反省をし、
ベンチャーらしい活動を展開してゆく。」

実際に実行するには……
1. 地区単位の活動をするには
まとめには「地区のベンチャースカウトの数を把握し」と書いたが、
実際に数を把握するのは、各団の代表者であり、
その代表者を中心に地区ベンチャーを構成する。
2. 企画・計画・実施・報告・反省について
VS は BS から進歩したものであるので、
活動も BS より一歩進んで、企画→計画→実施→報告→反省→企画→……の
プロセスを身に付けるように努力する。
3. VS らしい活動に関して
VS と BS の大きな違いは、団の枠が外れたこと。
それならば、団から飛び出し、地区、県、全国、世界を舞台に活動し、
アワードに関しても、グループプロジェクトを同じ段以外のスカウトと共に
実施すべきだと思う。
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３班
人数が少なくて……
→
他地区と一緒にやることで行動範囲を向上
人数が減り行動範囲が低下
↓
出席率の低下 ← 楽しくないから？
・目標…実りあるベンチャー活動
ベンチャー活動を楽しくする → 出席率向上
新しい人を増やすには
ポスターの掲示による宣伝
・ボーイスカウトがどんな事をやっているかを知らせ、興味を引いて入隊させる
・地区キャンなどで招待キャンプをやる！！
BS と VS で一緒に活動し、BS によいところを見せ、上進したくさせる
BS 隊の人数を増やす
技能向上に対して……
技能講習への積極的参加
自分ひとりではなく仲間と受講することで競争心が生まれ技能が向上する
・隊長に自分がやりたいことをしっかり伝えて、
どこで技能講習をやっているかを尋ねる。
・義務的に講習会へ行かねばならないという気持ちを取り除く

採択文（まとめ）
「人の繋がりと技術向上！！！」
※リーダーのつながりを利用して、スカウト同士のつながりを広げる
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４班
地区としての｢企画｣｢渉内｣｢渉外｣要素の充実
我々の班では神戸中・北・垂水の各地区が集結した。
それらの発表をまとめると、大きく分けて 3 つの共通の要素で構成されていることに
気づいた。
1. 誰もが参加したくなるような企画の提案
2. 地区内での連絡網の強化
3. ビッグプロジェクトの実施
以上の 3 点より、我々の考えた結論を発表する。
企画 … 個人からの発信・提案
渉内 … 地区内のつながりの充実
渉外 … 地区外との連携を図る
地区の活動を充実させるには、個人からの提案が必要不可欠である。
しかし、その企画を実行する段階までに昇華させるためには、
団ないし、地区での協議と修正が不可欠である！
さらに、その企画をさらなるビッグプロジェクトへ成長させるためには、
さらに大きな組織的活動が必要になる。
そしてその大きな組織的活動として、我等は中ブロックに注目した。
そして中ブロックの活動を活発化させてゆくには、
それを構成する地区どうしのつながり、
そして地区を構成する個人どうしのつながりが重要だと考えた。
その為には、中ブロックという単位でのベンチャー活動に対する情報交換や、
活動実績などの報告が必要である。
そのためにも我々は、中ブロック会議を提案する！！

採択文（まとめ）
「地区としての『企画』『渉内』『渉外』要素の充実」
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５班
実りあるベンチャー活動
意見の交換が
でき︑実りある
活動ができる

自分の意見を

まず相手に伝え

る意識を持つ

人数が増え︑
活動がより楽
しくなる

興味を
持ってもらう

多くの人に
見てもらう

社会で生きるた

めの力がつく

自分と社会に
役立てる

技術が身に付く

様々な活動を
経験していく

３．経験していく

公開活動

一般の人に
知ってもらう

２．知ってもらう

みんなが
意見を出しあう

みんなが
楽しめる活動

実りある活動

１．意思表示

採択文（まとめ）
「意思表示をしよう。
一般の人にボーイスカウトを知ってもらおう。
経験を積もう。」
意思表示をしよう
意思表示とはベンチャー活動をする上で最低限の能力でありかつ、最大の手段である。
まず自らの意見を言えないと活動をすることができない。全員が自分の意思を示すことがで
きれば、その意志を汲んだプロジェクトは自ずと実りあるものとなるだろう。
その具体的手段としてネットの活用という意見が出たが、賛否両論あり意見が分かれ、どち
らが正しいと言えるものではない。
一般の人にボーイスカウトを知ってもらおう
この話し合いの途中で、ボーイスカウトという団体そのものを知らない人がいるという現状
が明らかになった。これではいけないと思い、ボーイスカウトの知名度をより高めれば、ス
カウトの人数も増え、実りあるベンチャー活動が出来ると考えた。
そのため、地域の行事に奉仕する等、一般の目に触れることをして、ボーイスカウトをアピ
ールしていくことが大事である。
経験を積もう
ベンチャー活動を積極的に行い、経験を積むことで、いかなる時でも対応できる能力が身に
つき、社会に貢献できるような人になる。
そのためにも、奉仕活動や通常プロジェクトにおいても、計画性をしっかりと持つことが肝
要である。
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６班
団のみでなく、団の枠を超えて意欲的に活動する
１．意欲的な活動とは？
自分自身で企画し、積極的に行動する
↓
２．何故、意欲的な活動ができないのか？
特定のメンバーはできているが、多人数はできておらず、
それは人数が少ないから
↓
３．どうすれば人数が増えるのか？
団の枠を超えて活動する
↓
４．何故、それができないのか？
団同士の間の壁が高いから
↓
５．何故、壁が高いのか？
他団との連絡が取れないから
↓
特定のメンバーが他のスカウトの橋渡しになる

採択文（まとめ）
「自分たちが地区の代表となり、同じ地区のスカウトに働きかける」

以上、各チームの発表について質疑応答
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全体討議
休憩を挟み、その間に全体会議での発表を踏まえて、各グループの意見を VLAC がまとめて提案。

採択文の検討
各ブロック(3 ブロック)に分かれて採択文の検討を行った。

採択事項
採択文
「率先して活動に参加することで交流を広め、
楽しみながらスカウト運動の発展を図る」
率先するのは？

→

まずはフォーラムに参加しているスカウトから

どういうことをするの？

→

楽しいプロジェクト (フォーラム参加者でキャンプをする等)

活動と運動って？

→

日々の活動が集まって、全体的な流れとしての運動になる

来年開催されるアグーナリーや兵キャンで、交流を深めるために VLAC を中心に活動したい！

閉会式に先立ち、神戸東灘地区代表スカウトより提議された要望(質問)に対し、
清水県連盟副コミッショナーより、兵庫連盟からの回答が発表された。
富士章取得年限について
兵庫連盟ではガイドラインに従い、従来どおり、18 歳までとします。
理由は、平成 18 年に改訂されたベンチャースカウトハンドブックにも、38 ページに進歩のマ
イルストーンの例として、高校 3 年生の 9 月に富士章を取得し、その後、パーフェクトを目
指してチャレンジするように書かれているとおり、高校生の間に行うべき活動は高校生の内に
終わらせ、ローバースカウトに上進した後、さらに高度な活動に挑戦してもらいたいからです。
スカウト諸君は、ベンチャースカウトに上進した時から綿密な計画を立てて、18 歳までに富
士章を取得するよう頑張ってください。

‐16‐

閉会式・次期 VLAC メンバー選出
次期実行委員（VLAC）９名選出（新：親任）
北方（議長）
、中島、浦田、鎌谷（新）
、岡田（新）
、服部（新）
、今元（新）
、大田（新）
、
吉田（新）
閉会式
1. 開式の言葉
2. 主催者挨拶 （南副コミッショナー）
3. 連盟歌斉唱
4. スカウトサイン
5. 国旗儀礼
6. 閉会の言葉
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第２６回兵庫連盟ベンチャーフォーラムを終えて
副コミッショナー

清水秀彦

台風４号の接近で何かと気をもんだ海の日開催のフォーラムでしたが、兵庫県下からベンチャース
カウト３７名、指導者２２名と多くの皆さんに参集頂き無事終了することができました。今般のテー
マは、「実りあるベンチャー活動！！」とし、身近な活動の魅力を見出し地域活動の充実、そしてグロ
ーバル化をも視野に入れようとしたものでした。幸い本年はスカウト運動創始１００周年記念の第２
１回世界スカウトジャンボリー（21WSJ）が開催され多くの県下スカウトが参加し活動の広範さを身近
に感じる絶好の年であります。
フォーラムでは、初めにベンチャースカウトに関係する最近の活動を紹介しその後次年度の大まか
な計画の紹介を行いました。とりわけ前年度に開催された日本ジャンボリー、ベンチャーフォーラム、
アワード報告会など新しい交流グループの誕生を再認識してもらい、今後の様々なベンチャー活動の
核となることが皆から期待されていることを紹介しました。
採択文は、『 率先して活動に参加することで交流を広め、楽しみながらスカウト運動の発展をはか
る。』となりました。テーマに沿って小グループでの集約が行われ、全体会を通じて採択されたもので
すが、県下で次々生まれる交流グループの活動を充実させ運動全体を盛り上げようというものです。
この時期、時流をつかんだ採択文で今後の活動成果を期待させる内容であります。
併せて新しい VLAC メンバー選任がありました。人選にあたり本人のスカウト活動への意欲を中心に
従来のメンバーが実施しましたが、プログラムの継続性、地域性なども加味し人選でした。活動の中
心となる議長には、神戸５１団の北方智君が就任しましたが、前年度の VLAC 活動の経験を生かし新メ
ンバーとともに活躍を祈念するしだいです。
さて本年は上記の 21WSJ と富士チャレンジキャンプといった大きな活動が開催されます。
そこで従来開催しておりましたアワード報告会をスカウト活動報告会と改称し、これら、めったにな
い活動をアワード取得報告と併せて実施します。当日は、世界のスカウト活動の状況、日本における
スカウト運動のメッカである山中湖畔での長期野営、そしてベンチャースカウトの中心となるプロジ
ェクト活動などの報告を参考に、更なる活動の広がりを期待するものです。報告会に参加し、また様々
な平素の活動を通して、結果として新たなベンチャー富士が誕生することを期待するものです。
最後に、平成 13 年より県下ベンチャースカウトの活動単位の VLAC ですが、Venture Lively Action
Conference の頭文字を取って命名されたことを付記します。更なる活動充実が大いに実感された第２
６回兵庫連盟ベンチャースカウトフォーラムでした。
弥栄
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