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第29回APRジャンボリー（1～6）

スリラン力

危機管理委員会（10）

ボーイスカウト日本連盟創立記念日

　(13)

１６Ｎ」実行委員会（21）

１１ＮＡ実行委員会（22）

宗教関係代表者会議（26）

90周年実行委員会

理事会（8）

定時評議員会（24）

90周年記念式典・全国大会

　(26～27)５

全国県連盟コミッショナー会議(27)

県連盟代表者会議（27）

全国事務局長会議（27）

呂 １６Ｎ」実行委員会（23）

名誉会議（30）

１１ＮＡ実行委員会（30）

国際キャンプスタッフ派遣

CJKペンチャープロジェクト派遣
　（ﾌ～16）韓国

CJKプロジェクト派遣

　（RS・ 19～28）フィリピン

１６Ｎ」実行委員会（28～29）
７

１６Ｎ」派遣団長会議（28～29）

フィルモント派遣　アメリ力

オーストラリア短期留学派遣

韓日フォーラム派遣（29～8/8）

IR 11NA（2～6）滋賀

韓国ジャンボリー派遣（2～9）

16N」実行委員会（15）

９ スカウトの日（17）

90周年実行委員会

尚 全国県連盟コミッショナー会議

　(13～14)

理事会（16）

願
｣OTA/｣OTI(20～21)

16N」実行委員会（17）

全国事務局長会議（17～18）

APRユースフォーラム（17～20）

11
APR事務局長会議（22）

スカウトフォーラム（23～25）福島

APRスカウト会議（24～29）

バングラデシュ
§|

県連盟ディレクター研究集会

　(8～9)

臨時理事会（15）

１

全国県連盟コミッショナー会議

　(19～20)

県連盟代表者会議（26）

１６Ｎ」実行委員会（27）

瀕 90周年実行委員会

UN-HABITATプロジェクト研修派遣
　（３月上旬）ウガンダ

臨時評議員会（12）

３
理事会（12）

１６Ｎ」実行委員会（23）

名誉会議（30）

富士代表表敬（3月下旬～4月上旬）

○この他に

　下記の諸会議／右記の指導者訓練が開催

　　運営会議（ほぼ毎月）

　　政策会議（ほぽ毎月）

　　スカウト教育推進会議（4回）

　　常設委員会（各委員会：４回）

SCOUTING N0.688 2012-3

平成24年度指導者訓練コース

開設予定一覧

朧:詣で]ｸﾉｿﾞﾔ竺よ訟ごΛごは新訓練体系に沿った

Ｕウッドバッジ研修所

【ﾋﾞｰﾊﾞｰｽｶｳﾄ課程】
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北海道
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北海道

睡盗皿£‐

　第15期

四辺皿塑皿

　６／２２～２４
北海道神宮頓宮

２ 宮　城 宮　城 第8期 9/14～17
石巻市河南町

コロボックルハウス

３ 栃　木 北関東 第1期 ５／３～６ 佐野市作原野外活動施設

４ 埼　玉 埼　玉 第22期 ４／２７～３０ 那須野営場
５ 干　葉 干　葉 第27期 １０／５～８ 香取神宮
６

神奈川
神奈川 第39期 9/15～18 山中野営場

フ 神奈川 第40期 １１／２２～２５ 山中野営場

８ 東　京 束　京 第42期 ５／３～６ 山中野営場

回 愛　知 愛　知 第35期 9/14～17 新城・吉川野営堀
１０ 静　岡 静　岡 第20期 ５／３～６ 三島市立箱根の里
１１ 大　阪 大　阪 第39期 ５／３～６ 豊中青少年自然の家わっぱる

１２ 山　□ 山　□ 第11期 5/3～6
光市野外活動センター

｢周防の森ロッジ｣

１３

福　岡 九州･沖縄 第１期 １０／５～８ 脇山野営堀

【カブスカウト課程】

圓 北海道 北海道 第46期 ６／２２～２４ 北海道神宮頓宮
２ 福　島 福　島 第14期 ５／３～６ 国立磐梯青少年交流の家

３ 群　馬 北関東 第1期 5/3～6 国立赤城青少年交流の家

４ 埼　玉 関　束 第89期 １０／５～８ 那須野営場

５ 干　葉 干　葉 第79期 ４／２９～５／２ 野田市関宿あおぞら広場

６
神奈川

神奈川 第110期 4/28～5/1 山中野営場
７ 神奈川 第111期 ９／２２～２５ 山中野営場
８

東　京
東　京 第129期 ５／３～６ 山中野営場

９ 東　京 第130期 １０／５～８ 山中野営場
１０ 岐　阜 鼓　阜 第33期 ５／３～６ 県連富加の森野営場
１１ 静　岡 静　岡　第64期 ５／３～６ ボーイスカつト浜松太田山野営場

ｍ
愛　知

愛　知第109期 4/28～5/1 新城・吉ﾇ| 野営場

ｍ 愛　知第110期 １０／５～８ 新城・吉川野営場

ｍ 三　重 三　圭　第13期 ４／２８～３０
鈴鹿青少年センター

ｍ
京　都 京　都　第35期

１１／２３～２５ 未定

１６ 兵　庫 兵　庫　第69期 ５／３～６
姫路仁豊野カドリズフセンター

キャンブ陽

ｍ 奈　良 奈　良I第36期 ５／４～６ 奈良県立野外活動センター（第1）

１８

大　阪
大　阪 第149期 ５／３～６

大阪市立信太山青少汪野外活勤

センター

１９ 大　阪 第150期　9/22～25 キャンプおおさか

ｍ 岡　山 中国･四国 第12期　　5/3～5 未定

21 長　崎 九州･沖縄 第1期　4/27～30 飯盛山野営場

【ボーイスカウト課程】

昌 北海道 北海道 第45期　6/22～24 北海道神宮頓宮

２ 宮　城 宮　城 第巧期　　B/3～6
石巻市河南町

コロボックルハウス

３ 埼　玉 関　東 第89期　１０／Ｓ～８　那須野営場
４ 干　葉 干　葉 第75期　10/B～8　野田市関宿あおぞら広場

５
神奈川

神奈川 第108期4/28～5/1　山中野営場

６ 神奈川 第109期　9 22～25　山中野営場

７
東　京

東　京 第133期　５Ξ～ら　　日向野営堀

８ 東　京 第134剛　て三～8　山中野営堀
ロ 新　潟 新　潟 第18煕　　Ξシ乃　　未定
１０ 長　野 長　野 第21斯　　５シそ　　松本青年の家
ｍ 静　岡 静　岡 第６３煕　ヨ’こ-バフ　ボーイスカウト浜松太田山野営堀

胚

愛　知
愛　知 第１１２嗣　ΞΞ～ら　　新城・吉川野営場

匯 愛　知 第１１３嗣　てシー８　新城・吉川野営堀
江 三　重 三　重 第13嗣　　三レそ　　鈴鹿峠自然の家
匝 滋　賀 滋　賀 第２０嗣　　乙ら～８　，湖南市青少年自然道場

１６ 兵　庫 兵　庫 第5ﾌ嗣　　三三～６ 神戸市立洞川教育キャンプ場

国 和歌山 和歌山 第8煕　　三シ石 白崎青少年の家
１８

大　阪
大　阪 第巧5 Ξ　ごご～り キャンプおおさか

１９ 大　阪 第石弓嗣　て７～１０ キャンプおおさか

回 愛　媛 中国･四国 第13期　　Ξ］ﾐ～５ 松山市野外活動センター

21 熊　本 熊　本 第13嗣　⊇二～1フ 国立阿蘇青少年交流の家

２２ 宮　綺 宮　崎 第□煕　　三三～6
宮崎連盟野外活動訓練
センター

２３ 沖　縄 沖　縄 第16煕　‥22～25 源河野営場

【ベンチャースカウト課程】

圓 北海道 北海道 第4期　ら22～24 北海道神宮頓宮
２ 埼　玉 埼　玉 第14煕　427～30 那須野営場

３ 千　葉 干　葉 第巧斯　　BB～6 野田市関宿あおぞら広場

４
神奈川

神奈川 第巧斯　９ｊ５～１８ １山中野営堀

５ 神奈川 第16期　n/22～25 山中野営場
６ 束　京 東　京 第25期　4/28～5/1 日向野営場
目 新　潟 新　潟 第8期　　10/6～8 妙高市東本願寺青少年センター

８ 静　岡 静　岡 第12期　　5/3～6 富士宮市麗山の家
回 愛　知 愛　知 第15期　9/14～17 新城・吉川野営場
１０ 兵　庫 兵　庫 第12期 １０／５～８ ロクロシの森キャンプ堀

１１ 大　阪 大　阪 第24期 4/28～5/1 キャンプおおさか

１２ 福　岡 九州･沖縄 第1期 １１／２２～２５ 脇山野営場

【ローバースカウト課程】

平成24年度はローバースカウト課程の開設はありません。

【合同課程(現行)】

１ 茨　城 北関東 第1期 ５／３～６ 土浦市青少年の家 CS・VS

２ 新　潟 新　潟 第ﾌ期 １０／５～８ 妙高市東本願寺青少年
センター

BS・VS

３ 富　山 富　山 第ﾌ期 ５／３～６ 国立立山青少年自然の家 BS・VS

４ 福　井 福　井 第4期 ５／３～６ 福井市大安寺キャンブ場
ＢＶＳ・ＣＳ

１２

ll団委員研修所
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北海道

置1!£皿£彊

　第12期

皿i謎皿量皿

　６／２２～２４ 北海道神宮頓宮

腿青森 青　森 第5期 5/3～5 梵珠少年自然の家

謂埼玉 関　東 第16期 １１／２３～２５ 入間市青少年の家

回干葉 干　葉 第22期 １１／２３～２５ 千葉県立東金青年の家

回神奈川 神奈川 第27期 5/3～5 川崎市青少年の家

ロ東京 束　京 第25期 5/4～6 未定

回石川 石　川 第9期 ４／２８～３０ 根上青年の家

回長野 長　野 第26期 １０／６～８ 松本青年の家
ロ岐阜 鼓　阜 第12期 １１／２３～２５ 岐阜市少年自然の家

昌静岡 静　岡 第20期 9/15～17 国立中央青少年交流の家

国愛知 愛　知 第31期 ア/14～16 新束工業研修会館

固三重 三　圭 第5期 １０／６～８ 鈴鹿青少年センター

圖京都 京　都 第9期 11/23～25 若木の家

圖兵庫 兵　庫 第20期 １１／２３～２５ 明石高等学校野外活動センター

回大阪 大　阪 第1期 １１／２３～２５ 未定

回福岡 九州･沖縄 第1期 Ｈ２５ ３／１～３ 国立夜須高原青少年自然の家

目コミッショナー研修所

四
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埼　玉 関　東l第24期７１／９～Ｕ　入間市青少年の家
闘 静　岡 静　岡I第Ｕ期ＩＵ／２３～２Ｓ　国立中央青少年交流の家

旧 奈　良I奈　良　第3期　　切/6～8　国豆曾爾青ジ汪自然の家
□ 沖　縄沖　縄　第3期　6/29～ﾌ月　沖縄県立糸jｾﾐ青少年の家

□安全セミナー（新設）

ｒ讐rslilrｆ’
北海道神宮頓宮

国新潟 6/10 新潟市

圖静岡 １２／２ 静岡県青少年会館

ﾖ

愛知

6/10 名古屋地域

フ/8 知多地域

１２／９ 三河地域

H25 1/13 尾張地域

|-
６／２４ 三重県総合文化センター

１１／２５ 三重県総合文化センター

卜回
6/10 未定

１１／４ 未定

ト・ １２／２ 京都連盟会議室
Ｈ２５ １／２０ 京都連盟会議室

ヨ兵庫 Ｈ２５ ３／２４ 神戸市立洞川教育キャンプ場

卜
６／３ 奈良県立野外活動センター（第2）

10/16 奈良県社会教育センター

H25 2/19 大和郡山市立少年自然の家

回和歌山 ５／５ 白崎青少年の家

ロ大阪 １２／９ 大阪スカウト会館

口愛媛 １０／７ 松山市野外活動センター

平成24年度日本連盟主催指導者養成事業

（訓練・会議）予定一覧

　　：グレーの表示のものは、新課程に沿った試行ｺｰｽ、または

　　　新設のコース

リウッドバッジ実修所（現行）

■li皿亘皿

　　ＢＶＳ

置一皿忍摺

　第Ｂ４期

ｍ

　４／２８～５／３ 新城・吉川野営場（愛知）

CS
第巧1期 ４／２９～５／４ 旭川地区野営場（北海道）

第巧2期 5/1～6 那須野営場（栃木）

BS
第ワフ期　4/30～5/5 陸上自衛隊原村演習屠（広島）

第ワ8期　　5/1～6 大分市いまいち山荘（大分）

VS 第21期　4/28～5/3 那須野営瑞（栃木）

EI副リーダートレーナーコース

　第56期　　フバ2～托　　　　　　　　那須野営堀(栃木)

目リーダートレーナーコース

　第31期，6/13～ワ　ｉ　　　　　　山中野営場(山梨)

ロコミッショナー実修所(最後の現行コース)

　第23期　　11/16～18　　　　　　　　那須野営場(栃木)

目ウッドバッジ実修所プログラムトレーニング(試行)

ｌ団委員実修所第２期

ｌウッドバッジ実修所プログラムトレーニング所長養成コース

・団委員実修所マネジメントトレーニング所長養成コース

li】日本連盟開催各種会議・研修

●平成24年度県連盟コミッショナー会議

　第1回5/27（国立オリンピック記念青少年総合センター）

　第2回10/ IB～14（山□県セミナーパーク）

　第3回H2B q,/19～20（国立オリンピック記念青少年総合センター）

●平成24年度トレーナー研究集会

　H25 2/2～24の問全国各地で開催

●新任副リーダートレーナー研修会

　H25 3パO東西2会場（予定）で開催
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