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■ 平成 16 年度
	 914	 水内　健正　	 岡山第１７団
	 915	 内田　亮一	 岡山第１７団
	 916	 岡村　忠幸	 岡山第４団
	 917	 山本　一輝	 岡山第４団
	 918	 柚木　徹	 岡山第４団
	 919	 榎　　祐樹	 岡山第４団
■ 平成 17 年度
	 1124	 真黒　由樹	 岡山第 4団
	 1125	 中村　亮太	 岡山第 17 団　
■ 平成 18 年度
	 1222	 小曳　晃一	 岡山第 26 団
	 1223	 阿部　祐典	 岡山第 26 団
	 1224	 小曳　あや	 岡山第 26 団
	 1235	 薬師寺　慶	 総社第 3団　
■ 平成 19 年度
	 1288	 安東　侑香	 岡山第 26 団
	 1289	 吉川　直輝	 岡山第 26 団
	 1290	 岩田　せん	 岡山第 26 団
　

■ 平成 20 年度
	 1551	 石井　祐多	 岡山第 17 団
	 1656	 薬師寺　優	 総社第 3団
■ 平成 22 年度
	 2140	 河内　隆宏	 岡山第 23 団
	 2141	 木多　岳雪	 津山第 1団
	 2142	 増田　健太	 津山第 1団
■ 平成 23 年度
	 2341	 磯中　祥行　	 総社第 3団
	 2376	 長田　遥	 岡山第 4団
	 2377	 杉本　僚太	 総社第 3団
	 2378	 前原　教志	 総社第 3団
■ 平成 24 年度
	 2677	 高畑　昌志	 西大寺第 1団
	 2753	 三浦　雄平	 西大寺第 1団
	 2754	 松本　雄樹	 西大寺第 1団
■ 平成 25 年度
	 2886	 大木　拓実	 岡山第 17 団
	 3014	 奥山　慶一	 岡山第 17 団
	 3015	 溝部　光優	 岡山第 17 団

名誉
富士スカウト・菊スカウトO

n 
M

y 
H

on
or

富 士 ス カ ウ ト

県知事表敬訪問（平成 26 年 9月11日）県知事表敬訪問（平成 22 年 8月12日）
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■富士章スカウト顕彰
平成 17 年 3月19日〜 20日（東京スカウト会館）
	 水内健生・内田亮一（岡山 17）
	 岡村忠幸・山本一輝・柚木徹・榎佑樹（岡山 4）
平成 18 年 3月18〜 19日（東京スカウト会館）2名
平成 19 年 3月24〜 25日（国立青少年総合センター）7名
平成 20 年 3月22〜 23日（国立青少年総合センター）石井祐多（岡山 17）

■富士スカウト代表表敬訪問
平成 17 年 3月27日〜 28日（東宮御所）
　柚木　徹（岡山 4）水内健生（岡山 17）
平成 18 年 3月30〜 31日（東宮御所）1名
平成 19 年 3月25〜 26日（東宮御所）小曳晃一（岡山 26）
平成 20 年 3月28日（東宮御所）石井祐多（岡山 17）
平成 21 年 4月1〜 2日（東宮御所）薬師寺優（総社 3）
平成 23 年 8月26日（文部科学省）河内隆弘（岡山 23）木多岳雪（津山 1）
平成 24 年 3月27〜 28日（総理大臣官邸・文部科学省）
　杉原僚太（総社 3）前原教志（総社 3）
平成 24 年 4月4日（東宮御所）
平成 25 年 4月4日（東宮御所）
平成 26 年 4月2日（総理大臣官邸・文部科学省）
　大本	拓実、奥山	慶一、溝部	光優（岡山 17）
平成 26 年 4月2日（東宮御所）松本雄樹（西大寺 1）

■富士スカウト県知事表敬訪問
平成 20 年 8月27日
　薬師寺優（総社 3）
平成 22 年 8月12日
　スカウト3名、指導者 7名
平成 23 年 8月26日
　前原教志（総社 3）長田遥（岡山 4）
平成 25 年 8月26日
　高畑昌志、三浦雄平、松本雄樹 ( 西大寺 1）、16NJ 参加スカウト3名
平成 26 年 9月11日
　大本拓実（岡山１７）奥山慶一（岡山１７）溝部光優（岡山１７）

日本連盟スカウト顕彰・表敬訪問 県知事表敬訪問

県知事表敬訪問（平成 25 年 8月26日）

富士章スカウト代表表敬にてボーイスカウ
ト振興国会議員連盟会長の逢沢一郎
氏と記念撮影
前原教志・杉本僚太
（平成 24 年 3月27日）

指導者とともに（平成 24 年度富士スカウト）

県知事表敬訪問（平成 23 年 8月26日）
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菊 ス カ ウ ト
■ 平成 15 年度
	 1501	 石井　祐多	 岡山第 17 団
	 1502	 榎　　佑樹	 岡山第 4団
	 1503	 前平　成都	 岡山第 17 団
	 1504	 浅越　拓人	 岡山第 17 団
	 1505	 小林　慶祐	 岡山第 17 団
	 1506	 宮本　裕生	 岡山第 24 団
	 1507	 小曳　あや	 岡山第 26 団
	 1508	 富岡　慎也	 西大寺第 1団
	 1509	 谷口　和聰	 西大寺第 1団
	 1510	 神埼　光平	 西大寺第 1団
	 1511	 平岡　亜弓	 西大寺第 5団
	 1512	 柴田　沙織	 西大寺第 5団
	 1513	 三宅　梨奈	 西大寺第 5団
	 1514	 小林　起由紀	 西大寺第 5団
	 1515	 中野　あゆみ	 都窪第 2団
	 1516	 山崎　晴奈	 都窪第 2団
	 1517	 石井　貴裕	 岡山第 17 団
	 1518	 萩本　あやか	 岡山第 17 団
	 1519	 薬師寺　慶	 総社第 3団
	 1520	 薬師寺　優	 総社第 3団

■ 平成 16 年度
	 1601	 中村　恭也	 岡山第 17 団
	 1602	 富重　真理菜	 岡山第 24 団
	 1603	 田部　翔大	 岡山第 4団
	 1604	 大森　恵太	 岡山第 4団
	 1605	 万波　健一	 岡山第 26 団
	 1606	 吉川　直樹	 岡山第 26 団
	 1607	 岩田　せん	 岡山第 26 団
	 1608	 岸本　一茂	 西大寺第 1団
	 1609	 大森　雄仁	 西大寺第 1団
	 1610	 高山　陽太郎	 西大寺第 1団
	 1611	 渡部　旦人	 西大寺第 1団
	 1612	 石井　奈津子	 西大寺第 5団
	 1613	 大林　華	 都窪第 2団
	 1614	 犬飼　彩	 都窪第 2団
	 1615	 木多　直登	 津山第 1団
	 1616	 若林　佑弥	 津山第 1団
	 1617	 江見　大宇	 津山第 1団

■ 平成 17 年度
	 1701	 増田　健太	 岡山第 24 団
	 1702	 佐藤　準	 岡山第 17 団
	 1703	 宮岡　友理奈	 新見第 1団
	 1704	 間野　泰弘	 岡山第 17 団
	 1705	 堀切　宏祐	 岡山第 17 団
	 1706	 武田　将	 岡山第 17 団
	 1707	 山田　貴之	 岡山第 17 団
	 1708	 小林　弘治	 岡山第 17 団
	 1709	 福原　隼士	 岡山第 26 団
	 1710	 足羽　篤	 西大寺第 1団
	 1711	 渡部　壮太	 西大寺第 1団
	 1712	 岡崎　裕樹	 西大寺第 1団
	 1713	 山本　尚矢	 西大寺第 1団
	 1714	 山田　大輔	 西大寺第 1団
	 1715	 井内　恵理	 都窪第 2団
	 1716	 藤原　理絵	 玉野第 1団
	 1717	 平岡　壽哉	 玉野第 1団
	 1718	 岡本　翔太	 玉野第 1団

■ 平成 18 年度
	 1801	 北村　佳則	 岡山第 24 団
	 1802	 磯中　祥行	 総社第 3団
	 1803	 大塚　功貴	 玉野第 1団
	 1804	 小西　裕生	 津山第 1団
	 1805	 八木　洋一	 津山第 1団
	 1806	 稲垣　由樹	 津山第 1団
	 1807	 山崎　拓海	 都窪第 2団
	 1808	 前田　祥明	 都窪第 2団
	 1809	 馬場　あゆみ	 西大寺第 5団
	 1810	 太田　萌子	 都窪第 2団
	 1811	 三宅　秀弥	 都窪第 2団
	 1812	 小野　わか奈	 都窪第 2団

■ 平成 19 年度
	 1814	 大山　直紀	 玉野第 1団
	 1815	 渡部　倫太郎	 玉野第 1団
	 1816	 難波　楓	 岡山第 26 団
	 1817	 原　義生	 西大寺第 5団
	 1818	 吉田　圭佑	 都窪第 2団
	 1819	 三宅　雄志	 西大寺第 5団
	 1901	 谷口　洵	 岡山第 17 団
	 1902	 安東　広樹	 岡山第 26 団
	 1903	 木多　岳雪	 津山第 1団
	 1904	 三宅　将士	 岡山第 17 団
	 1905	 三浦　智久	 西大寺第 1団
	 1906	 岡野　健実	 岡山第 17 団
	 1907	 河内　隆宏	 岡山第 23 団

■ 平成 20 年度
	 1909	 草地　雄大	 真庭第 3団
	 1910	 竹田　恭子	 真庭第 3団
	 1911	 川元　一将	 真庭第 3団
	 1912	 岸本　悠佑	 岡山第 26 団
	 1913	 平川　雄人	 西大寺第 5団
	 1914	 西村　星乃	 西大寺第 5団
	 2001	 則武　秀哉	 岡山第 17 団
	 2002	 片山　侑也	 岡山第 17 団
	 2003	 木下　歩	 西大寺第 5団
	 2004	 原田　美里	 西大寺第 5団
	 2005	 平川　まな	 西大寺第 5団
	 2006	 奥田　洋士	 西大寺第 1団
	 2007	 渡部　淑也	 西大寺第 1団
	 2008	 松山　香菜絵	 西大寺第 5団
	 2009	 末永　帆奈美	 岡山第 4団
	 2010	 徳光　貴仁	 岡山第 4団
	 2011	 小山　裕介	 岡山第 4団
	 2012	 高尾　祥弘	 岡山第 4団
	 2013	 西山　雄飛	 岡山第 4団
	 2014	 垣上　凛乃	 新見第 1団
	 2015	 佐々木　瞭	 倉敷第 14 団
	 2016	 岡田　和也	 岡山第 26 団
	 2017	 藤下　直紀	 岡山第 26 団

スカウト顕彰会（平成 22 年度）

On My Honor
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菊 ス カ ウ ト

スカウト顕彰会（平成 23 年度）

■ 平成 21 年度
	 2018	 久山　智弘	 都窪第 2団
	 2101	 八木　康徳	 津山第 1団
	 2102	 福原　崇人	 津山第 1団
	 2103	 太田　喜文	 都窪第 2団
	 2104	 島原　創太	 西大寺第 5団
	 2105	 小林　悠	 西大寺第 5団
	 2106	 清水　春菜	 西大寺第 5団
	 2107	 竹本　崇志	 西大寺第 5団
	 2108	 松本　雄樹	 西大寺第 1団
	 2109	 井上　麟太郎	 都窪第 2団
	 2110	 杉本　僚太	 都窪第 2団
	 2111	 前原　教志	 都窪第 2団

■ 平成 22 年度
	 2112	 中嶋　弘樹	 浅口第 1団
	 2113	 神田　智	 浅口第 1団
	 2114	 溝部　光優	 岡山第 17 団
	 2201	 石井　宏佳	 岡山第 17 団
	 2202	 松山　竜也	 都窪第 2団
	 2203	 宮岡　満里奈	 新見第 1団
	 2204	 砂場　邦彦	 西大寺第 1団
	 2205	 延原　悠介	 西大寺第 1団
	 2206	 高畑　昌志	 西大寺第 1団
	 2207	 森田　萩乃	 都窪第 2団
	 2208	 三村　昌也	 都窪第 2団
	 2209	 森　　壮司	 新見第 1団
	 2210	 小郷　崇文	 新見第 1団
	 2211	 佐々木　優	 倉敷第 1団
	 2212	 大本　拓実	 岡山第 17 団

■ 平成 23 年度
	 2301	 佐藤　敬太	 浅口第 1団
	 2302	 神田　百合雄	 浅口第 1団
	 2303	 加藤　裕樹	 浅口第 1団
	 2304	 高橋　光生	 浅口第 1団
	 2305	 牟田　衆平	 浅口第 1団

	 2306	 岡島　拓巳	 岡山第 4団
	 2307	 鍋本　蓮	 岡山第 4団
	 2308	 皆本　一真	 岡山第 17 団
	 2309	 東海林　典子	 都窪第 2団
	 2310	 杉本　友樹	 総社第 3団
	 2311	 竹本　朱里	 西大寺第 1団
	 2312	 山本　由貴	 西大寺第 1団
	 2313	 小林　倫貴	 西大寺第 5団
	 2314	 原　　香澄	 西大寺第 5団
	 2315	 尾坂　詩苑	 西大寺第 5団
	 2316	 矢野　右京	 新見第 1団
	 2317	 松本　彩果	 玉野第 1団
	 2318	 桑原　千尋	 玉野第 1団
	 2319	 田中　柊	 玉野第 1団
	 2320	 大塚　勇人	 玉野第 1団
	 2321	 吉原　真純	 玉野第 1団

■ 平成 24 年度
	 2401	 松岡　南斗	 岡山第 26 団
	 2402	 須佐美　光平	 都窪第 2団
	 2403	 森　　瑞樹	 新見第 1団
	 2404	 竹部　明治	 浅口第 1団
	 2405	 安田　直生	 浅口第 1団
	 2406	 神吉　翔輝	 浅口第 1団
	 2407	 井上　龍	 都窪第 2団
	 2408	 前田　友徳	 都窪第 2団
	 2409	 松山　亜矢	 都窪第 2団
	 2410	 鳥羽　隆希	 総社第 3団
	 2411	 古宮　遼太	 総社第 3団
	 2412	 岡島　真生	 岡山第 4団
	 2413	 鍋本　和希	 岡山第 4団
	 2414	 竹本　歩美	 西大寺第 5団
	 2415	 岡谷　実冶子	 倉敷第 14 団
	 2416	 袖岡　真之	 都窪第 2団

■ 平成 25 年度
	 2501	 大坪	玄武	 岡山第 17 団
	 2502	 尾崎	天志郎	 都窪第 2団
	 2503	 金光	隼平	 都窪第 2団
	 2504	 長塚	文香	 都窪第 2団
	 2505	 髙橋	佑太	 岡山第 4団
	 2506	 平田	　司	 総社第 3団
	 2507	 倉本	朋英	 総社第 3団
	 2508	 福田	　舞	 都窪第 2団
	 2509	 高畑	尚志	 西大寺第 1団
	 2510	 相原	歌音	 西大寺第 5団
	 2511	 三宅	ちひろ	 西大寺第 5団
	 2512	 溝部	隆宏	 岡山第 17 団
	 2513	 日下	顕奨	 西大寺第 1団
	 2514	 鳥羽	晃嘉	 総社第 3団
	 2515	 小野	　天	 岡山第 4団

■ 平成 26 年度
	 2601	 森　勇太	 都窪第 2団
	 2602	 末友美帆	 都窪第 2団
	 2603	 安福崚央	 浅口第 1団
	 2604	 松本佳奈	 玉野第 1団
	 2605	 宮﨑　傑	 玉野第 1団
	 2606	 桑原大誠	 玉野第 1団
	 2607	 太田理津紀	 都窪第 2団
	 2608	 藤原由衣	 西大寺第 5団
	 2609	 甲斐保稀	 岡山第 4団
	 2610	 荒武紗英	 岡山第 4団
	 2611	 渡辺隆文	 都窪第 2団
	 2612	 辻　さくら	 西大寺第 5団
	 2613	 只野　恵	 西大寺第 5団
	 2614	 滝口道雄	 浅口第 1団
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スカウト顕彰会（平成 24 年度）

菊 ス カ ウ ト

On My Honor

平成 16 年 3 月 20 日　岡山国際ホテル
参加者：菊 20 名
平成 17 年 3 月 13 日　岡山県青年館
参加者：富士 6名・菊 17 名	
平成 18 年 3 月 19 日　岡山県青年館
参加者：富士 2名・菊 18 名	
平成 18 年 9 月 3 日　岡山県青年館
参加者：富士 4名・菊 10 名
平成 19 年 9 月 9 日　岡山県青年館
参加者：富士 4名・菊 10 名
平成 20 年 9 月 9 日　ホテルオークラ岡山
参加者：富士 2名・菊 23 名	
平成 21 年 8 月 30 日　ホテルオークラ岡山
参加者：菊 10 名
平成 22 年 8 月 29 日　ホテルオークラ岡山
参加者：富士 2名・菊 15 名　総勢 50 名
平成 23 年 8 月 28 日　岡山国際ホテル
参加者：富士 4名・菊 21 名　総勢 73 名
平成 24 年 8 月 26 日　岡山国際ホテル
参加者：菊 14 名　総勢 47 名
平成 25 年 8 月 25 日　岡山国際ホテル
参加者：富士 3名・菊 15 名　総勢 54 名（1部）44 名（2部）
平成 26 年 8 月 24 日　岡山ロイヤルホテル
参加者：富士 3名・菊 12 名

スカウト顕彰会
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■ 平成 16 年度
	 キリスト教	 吉永真実（西大寺 5）
	 金光教	 薬師寺優（総社 3）
	 金光教	 薬師寺慶（総社 3）	

■ 平成 17 年度
	 神道	 小曳あや（岡山 26）
	 神道	 安部祐典（岡山 26）
	 神道	 小曳晃一（岡山 26）
	 神道	 吉川直樹（岡山 26）

■ 平成 18 年度
	 キリスト教	 原　義生（西大寺 5）
	 キリスト教	 馬場あゆみ（西大寺 5）
	 キリスト教	 三宅雄志（西大寺 5）
	 キリスト教	 岩田せん（岡山 26）

■ 平成 19 年度
	 キリスト教	 西村星乃（西大寺 5）
	 キリスト教	 平川雄人（西大寺 5）

■ 平成 20 年度
	 仏教	 藤澤創太（浅口 3）
	 神道	 難波　楓（岡山 26）
	 神道	 藤下直紀（岡山 26）
	 神道	 岡田和也（岡山 26）
	 神道	 万波健一（岡山 26）
	 神道	 岸本悠佑（岡山 26）

■ 平成 21 年度
	 仏教	 木多岳雪（津山 1）
	 仏教	 増田健太（津山 1）

■ 平成 22 年度
	 仏教	 佐々木瞭（倉敷 14）
	 仏教	 神原　純（倉敷 14）
	 世界救世教	河内隆宏（岡山 23）

■ 平成 23 年度
	 金光教	 磯中祥行（総社 3）
	 金光教	 杉本僚太（総社 3）
	 金光教	 前原教志（総社 3）
	 仏教	 長田　遥（岡山 4）
	 仏教	 井上麟太郎（都窪 2）

■ 平成 24 年度
	 金光教	 高畑昌志（西大寺 1）
	 金光教	 操田祐哉（浅口 1）
	 金光教	 神田　智（浅口 1）
	 金光教	 加藤裕樹（浅口 1）
	 金光教	 竹部明治（浅口 1）
	 金光教	 神吉翔輝（浅口 1）
	 金光教	 安田直生（浅口 1）
	 金光教	 松本雄樹（西大寺 1）
	 金光教	 三浦雄平（倉敷 14）

■ 平成 25 年度
	 仏教	 岡谷実冶子（倉敷 14）
	 仏教	 大木拓実（岡山 17）
	 キリスト教	 建部成裕（西大寺 5）
	 キリスト教	 辻　さくら（西大寺 5）
	 キリスト教	 只野　恵（西大寺 5）
	 キリスト教	 原　聖矢（西大寺 5）

スカウト顕彰会（平成 25 年度）

スカウト顕彰会（平成 26 年度）

宗 教 章
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ファミリー
地区編成と加盟団Fa

m
ily



11ボーイスカウト岡山連盟 65周年記念誌

第 1地区
連絡先	 TEL：050-5856-5434	（事務長	見村）
E-mail	 office-d1@scout-ok.jp
コミッショナー	 柴田智文（西大寺第 5団）
加盟団	 連絡先
岡山第 4団	 携帯：090-3631-4158（岡本）
岡山第 17 団	 TEL：086-265-6456（中村）
岡山第 23 団	 携帯：090-3376-9893（山縣）
岡山第 26 団	 TEL：086-271-3811（吉井）
赤磐第 2団	 TEL：0869-57-2528（幡山）
西大寺第 1団	TEL：086-943-4444（小林）
西大寺第 5団	TEL：086-943-7552（星山）
都窪第 2団	 TEL：086-292-6070（坪井）
津山第 1団	 TEL：0868-26-0531（木多）
真庭第 3団	 TEL：0867-52-0523（金光教落合教会）
	
第 2地区
住所	 〒710-0834	倉敷市笹沖 1072-1
連絡先	 TEL：086-423-0305（事務長	杉本）
E-mail	 cub_sugi@ms11.megaegg.ne.jp
コミッショナー	 石井照彦（児島第 1団）
加盟団	 連絡先
倉敷第 14 団	 TEL：086-444-9236
倉敷第 16 団	 TEL：086-422-6106
児島第 1団	 TEL：086-472-3701
総社第 3団	 TEL：0866-92-0926
玉野第 1団	 TEL：0863-31-6482（西山）
玉島第 5団	 TEL：086-526-8543（いずみ乙島保育園内）

第 3地区
住所	 〒719-0105	浅口市金光町占見 618
連絡先	 TEL：0865-42-7168（事務長	岡本）
E-mail	 okamoto713a@cnknet.jp
コミッショナー	 岡本明広（浅口第 3団）
加盟団	 連絡先
浅口第 1団	 TEL：0865-42-3111（金光教本部教庁）
浅口第 2団	 TEL：0865-44-5199（柚木）
浅口第 3団	 TEL：0865-42-2658（茅原）
高梁第 1団	 TEL：0866-22-2642（神尾）
新見第 1団	 TEL：0867-72-2730（金光教新見教会）

名称	 日本ボーイスカウト岡山連盟　
事務局	 〒719-0111	岡山県浅口市金光町大谷 320
加盟員数	 1,047 人（平成 25 年 4月）
地区数	 3 地区（平成 25 年 4月）
加盟団数	 21ヶ団（平成 25 年 4月）
事務局長	 木多琢二
連絡先	 Tel	＆	Fax（0868）26-0531　携帯：090-4807-5484
	 Email：office@scout-ok.jp

ボーイスカウト岡山連盟の概要

2015 年 1月31日現在
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Family 第一地区
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Family 第一地区



15ボーイスカウト岡山連盟 65周年記念誌



16 ボーイスカウト岡山連盟 65周年記念誌

Family 第一地区
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Family 第一地区



19ボーイスカウト岡山連盟 65周年記念誌



20 ボーイスカウト岡山連盟 65周年記念誌

Family 第一地区
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Family 第一地区
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Family 第二地区
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Family 第二地区
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Family 第二地区
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Family 第二地区
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Family 第二地区
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Family 第三地区
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Family 第三地区
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Family 第三地区
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Family 第三地区
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Family 第三地区
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アクティビティ
Ac

tiv
ity

1949年（昭和24年）9月24〜25日　第1回ボーイスカウト全国大会（皇居前広場）
1950年（昭和25年）
	 4月2日　岡山連盟結成総会（金光町）
	 5月3日　日本連盟承認
	 5月5日　結成記念大会（現岡山工業高校）
	 10月21日〜22日　第2回ボーイスカウト岡山県大会（倉敷市酒津配水場）
1950年（昭和25年）8月　第2回全国野営大会（神宮御苑）	
1951年（昭和26年）8月11日〜12日	
	 第1回中国ブロックボーイスカウト大会（岡山朝日高校グランド）
1956年（昭和31年）8月3日〜7日　第1回日本ジャンボリー（長野県軽井沢）派遣
1959年（昭和34年）7月17日〜26日
	 第10回世界ジャンボリー（フィリピン・マッキリン国立公園）派遣
1959年（昭和34年）8月6日〜10日	第2回日本ジャンボリー（滋賀県・饗庭野）派遣
1960年（昭和35年）6月4日〜5日　結成10周年記念大会（岡山市）
1961年（昭和36年）8月7日〜10日　西日本大会（蒜山）
1962年（昭和37年）8月3日〜8日
	 第3回日本ジャンボリー《第1回アジアジャンボリー》（静岡県・御殿場）派遣
1965年（昭和40年）9月5日
	 第1回岡山県スカウトラリー（岡山市立桑田中学校）
1966年（昭和41年）8月5日〜9日　第4回日本ジャンボリー（岡山県日本原）派遣
1967年（昭和42年）11月2日　第2回岡山県スカウトラリー（倉敷市立西中学校）
1968年（昭和43年）9月15日
	 第3回岡山県ボーイスカウトラリー（津山市立北中学校）
1969年（昭和44年）
	 8月8日〜11日　岡山連盟結成20周年記念野営大会（蒜山）
	 11月8日　岡山連盟結成20周年記念式典（岡山市民会館）
1970年（昭和45年）
	 8月31日　三木記念賞を岡山連盟が受賞（岡山県庁講堂）
	 8月6日〜10日　第5回日本ジャンボリー（朝霧高原）派遣
1971年（昭和46年）
	 6月18日　財団法人ボーイスカウト岡山連盟維持財団設立
	 8月1日〜10日　第13回世界ジャンボリー（朝霧高原）派遣
1973年（昭和48年）8月3日〜6日　岡山連盟発足25周年記念野営大会（蒜山）
1973年（昭和48年）12月28日〜1974年（昭和49年）1月4日
	 フィリピン50周年記念ジャンボリー（フィリピン・マッキリン山）13名派遣
1974年（昭和49年）8月1日〜6日　第6回日本ジャンボリー（北海道千歳原）派遣
1975年（昭和50年）7月30日〜8月6日
	 第14回世界ジャンボリー（ノルウェー・リリハマ）派遣
1976年（昭和51年）8月6日〜9日　西日本キャンポリー（蒜山）
1978年（昭和53年）8月4日〜8日　第7回日本ジャンボリー（御殿場）派遣
1979年（昭和54年）8月4日〜16日
	 第15回世界ジャンボリー（カナダ・アルバータ州）派遣
1980年（昭和55年）
	 5月3日〜5日　岡山連盟結成30周年記念カブラリー（金光）
	 8月8日〜11日　野営大会（蒜山）
1981年（昭和56年）3月22日
	 岡山連盟維持財団発足10周年記念式典・表彰式（岡山市）

1982年（昭和53年）8月4日〜8日
	 第8回日本ジャンボリー（宮城県南蔵王）派遣
1986年（昭和61年）8月2日〜6日
	 第9回日本ジャンボリー（宮城県南蔵王）派遣
1987年（昭和62年）10月31日〜11月1日
	 カブスカウトラリー（国立吉備少年自然の家）
1987年（昭和62年）12月30日〜1988年（昭和63年）1月10日
	 第16回世界ジャンボリー（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州）派遣
1988年（昭和63年）8月15日〜16日
	 瀬戸大橋博ボーイスカウト・ガールスカウトフレンドシップ‘88（児島）
1989年（平成元年）8月11日〜14日
	 岡山連盟結成40周年並びに財団発足20周年記念野営大会（千屋）
1990年（平成2年）8月3日〜7日
	 第10回日本ジャンボリー（新潟県妙高高原）派遣
1991年（平成3年）8月6日〜16日
	 第17回世界ジャンボリー（韓国）33名派遣
1993年（平成5年）
	 8月7日〜10日　岡山連盟結成45周年記念キャンポリー（千屋）
	 10月30日〜31日　スカウトラリー（国立吉備少年自然の家）
1994年（平成6年）8月3日〜7日
	 第11回日本ジャンボリー（大分県久住高原）派遣
1995年（平成7年）
	 2月20日〜4月1日　阪神淡路大震災の救援活動（40日間、延485名）
	 8月1日〜11日　第18回世界ジャンボリー（オランダ・ドロンテン）14名派遣
1995年（平成7年）12月23日〜1996（平成8年）年1月12日
	 第14回ニュージーランドジャンボリー　4名派遣
1996年（平成8年）
	 8月1日〜7日　全国シニアー大会（牛窓・草間台・草間土橋基地）　　
	 8月7日〜13日　第17回アジアジャンボリー（韓国）5名派遣
	 10月13日　ビーバー・カブスカウトラリー（県総合グランド）
1997年（平成9年）8月9日〜12日　岡山連盟結成50周年記念キャンポリー（総社）
1998年（平成10年）8月3日〜7日
	 第12回日本ジャンボリー（秋田県森吉山麓高原）250名派遣
1999年（平成11年）12月25日〜2000年（平成12年）1月5日
　中国（香港）スカウト2000年ジャンボリー　1名派遣
1999年（平成11年）12月25日〜2000年（平成12年）1月15日
　第11回オーストラリアベンチャー2000　1名派遣
2000年（平成12年）
	 7月29日	-	8月4日　ベンチャースカウト大会（大分県久住高原）派遣
	 8月5日〜16日　第21回アジアジャンボリー（韓国）5名派遣
2002年（平成14年）
	 8月3日〜7日　第13回日本ジャンボリー（大阪市舞洲）派遣
2002年（平成14年）12月28日〜2003（平成15年）年1月8日
	 第20回世界ジャンボリー（タイ王国）15名派遣

岡山連盟発足からのあゆみ
昭 和25年 平 成 14 年（ 1 9 5 0 〜 2 0 0 2 ）〜
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平成 9年 8月9〜 12日	岡山連盟結成 50周年記念キャンポリー（総社）

平成元年8月11〜14日	岡山連盟結成40周年記念キャンポリー（新見千屋）
西山氏所蔵

昭和 51 年 8月6〜 7日	
西日本キャンポリー（蒜山）西山氏所蔵

1965 年第 1回、1967 年第 2回、1968 年第 3回の岡山県スカウトラリーワッペン
光畑氏所蔵

1969 年 8月8〜 11日岡山連盟結成 20周年記念野営大会（蒜山）西山氏所蔵

1995 年 2月20〜 4月1日　阪神淡路大震災の救援活動

1966 年 8月5〜 9日	第 4 回日本ジャンボリー	
	（岡山県日本原）西山氏所蔵
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岡山連盟スカウトラリー
平成 15 年 6月1日（日）
会場：玉野市深山公園
参加者団数：20 団
スカウト：451 名、指導者：149 名、保護者等：130 名、ガールスカウト：66 名

第 9 回日本アグーナリー大会
平成 15 年 7月31日〜 8月4日
会場 L：石川県珠洲市「りふれっしゅ村鉢ヶ崎」
参加隊：浅口第 1団　指導者 1名、スカウト4名
本部要員：菅野浩司（岡山 17）岡野一裕（岡山 17）高崎式子（岡山 17）
福田哲也（岡山 23）
奉仕スカウト：浅田将裕（岡山 17）内田亮一（岡山 17）水内健正（岡山
17）中村亮太（岡山 17）高崎道裕（岡山 17）大西剛史（岡山 24）安東
惰香（岡山 24）森亮二（岡山 24）林あゆみ（都窪 2）

第 20 回オーストラリアジャンボリー
平成 15 年 12月28日〜平成 16 年 1月17日
参加者：高橋健太郎（浅口第 1団）

ベンチャー集会
平成 16 年 3月27日〜 28日
会場：愛媛県大三島
参加者：スカウト35 名、指導者：15 名

平 成15 年 度（ 2 0 0 3 ）

Activity

岡山連盟のアクティビティ
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岡山連盟スカウトラリー
平成 16 年 5月29日（土）
会場：岡山市内尾	旧公衆衛生看護学校跡地
参加者団数：23 団
スカウト：545 名、指導者：198 名、保護者等：185 名、ガールスカウト：162 名

ベンチャースカウトフォーラム
平成 16 年 5月9日（日）
会場：岡山市立京山公民館
参加者：スカウト18 名、指導者 10 名
第 15 回スカウトフォーラム
平成 16 年 12月24日〜 26日
会場：広島青少年野外センター
参加者：榎佑樹（岡山 4）
国際スカウトフォーラム
平成 16 年 8月9日〜 12日
会場：千葉マロンドインターナショナル
参加者：榎佑樹（岡山 4）
日韓スカウトフォーラム
平成 17 年 1月8日〜 10日
成田市「ホテル成田」
参加者：榎智哉（岡山 4）

第 6 回ベンチャースカウト大会
平成 16 年 8月2日〜 7日
関東ブロック
参加スカウト：26 名
指導者：石井照彦（児島１）穂積久史（倉敷 14）

第 24 回アジアジャンボリー
平成 16 年 8月5日〜 11日
会場：韓国江原道
参加者；犬飼彩（都窪 2）、小林博友基（都窪 2）、為房宏輔（倉敷 16）
三宅功祐（倉敷 16）、原田宗一郎（倉敷 16）

ベンチャー集会
平成 16 年 8月14日〜 15日　下町川キャンプ場
平成 16 年 11月20日　於岡山市立青年の家｜参加者 26 名
平成 17 年 3月26日〜 27日　明石市野外活動センター
参加者：スカウト27 名、指導者 17 名

技能章講習会
平成 16 年 7月10日　水泳・溺者救助（於旭東中学校）参加者 51 名
平成 16 年 11月22日　救急法（岡山市立青年の家）参加者 29 名

平成 16 年 9月5日　晴れの国おかやま国体クリーンアップ大作戦
参加者：10 個団 411 名

平 成16 年 度（ 2 0 0 4 ）



58 ボーイスカウト岡山連盟 65周年記念誌

Activity

ヨーロピアンスカウトジャンボリー（イギリス）
平成 17 年 7月25日〜 8月14日
参加者：石井祐多（岡山 17）堀切宏祐（岡山 17）間野泰弘（浅口 1）宮
岡友里奈（新見 1）

第 13 回オーストラリアベンチャー集会（シドニー）
平成 17 年 12月26日〜平成 18 年 1月15日
参加者：岩田せん（岡山 26）

日韓スカウトフォーラム
平成 17 年 8月9日〜 11日
会場：金沢少年自然の家
参加者：山本尚矢（西大寺 1）

スカウトムート2005
平成 17 年 8月19日〜 24日
会場：山中野営場
参加スカウト：水内健正（岡山 17）林あゆみ（都窪 2）松田洋一（倉敷 14）
参加指導者：大林誠（都窪 2）

ベンチャー集会
平成 17 年 11月26日　岡山市立青年の家
参加者：スカウト14 名、指導者 8名
平成 18 年 3月25日〜 26日　広島市三滝少年自然の家
参加者：スカウト22 名、指導者 9名

技能章講習会
平成 17 年 7月17日　水泳章・溺者救助章（岡山市立旭東中学校）
参加者：5名
平成 17 年 11月27日　救急章（岡山市立青年の家）

クリーンアップ作戦（スカウトの日）
平成 17 年 9月4日　県下一円　参加者：15 団 773 名

第 5 回全国障害者スポーツ大会奉仕
平成 17 年 11月5日　（岡山県総合グランド）奉仕者 147 名

おかやまスカウトフェスタ
平成 17 年 5月22日（日）
会場：岡山県総合グランド（スポーツの森）
参加者：ボーイスカウト21 団 649 名、ガールスカウト11 団 164 名

平 成17 年 度（ 2 0 0 5 ）

岡山連盟のアクティビティ
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おかやまスカウトフェスタ
平成 18 年 5月27日（日）
会場：浅口市鴨方町天草公園
参加者：ボーイスカウト842 名、ガールスカウト162 名

プレ「まなびピア岡山」の参加
平成 19 年 11月3日に岡山県総合グランドを主会場として開催される「第 19 回
全国生涯学習フェスティバル・まなびピア岡山」のプレ大会が岡山市の生涯学
習センターで開かれ、ボーイスカウトとしても1個のブースを開き、この大会を支援
した。

ベンチャー集会
平成 18 年 6月17日　浅口第 1団本部
参加者：14 名
平成 18 年 12月18日　浅口第 1団本部
参加者：スカウト16 名、指導者 9名
平成 19 年 3月24日〜 25日　香川県高松市
参加者：スカウト20 名、指導者 8名

全国スカウトフォーラム
平成 18 年 9月15日〜 16日　東京青少年センター
参加者：大森雄仁（西大寺 1）

技能章講習会
平成 18 年 9月17日　水泳章・溺者救助章（浅口市天草公園内）
平成 18 年 12月19日　救急章（浅口市金光町）

スカウトの日（カントリー）
平成 18 年 9月18日　県内各地	参加者：10ヶ団 497 名

平 成18 年 度（ 2 0 0 6 ）

第 14 回日本ジャンボリー（日本連盟）
平成 18 年 8月3日〜 7日
石川県珠洲市りふれっしゅ村鉢ケ崎
参加者 246 名
見学者：29 名
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Activity

世界スカウト運動創始 100 周年（岡山連盟 60 周年）合同野営
平成 19 年 8月9日〜 12日
会場：蒜山塩釜野営場　参加者：284 名

技能章講習会
平成 19 年 9月2日　水泳章・溺者救助章（浅口市天草公園内）
　指導者 14 名スカウト14 名
平成 19 年 11月18日　救急章（浅口市金光町）
　指導者 10 名スカウト21 名

ベンチャー集会
平成 19 年 7月21日　岡山県生涯学習センター
平成 19 年 8月10日　蒜山塩釜野営場
平成 19 年 11月17日　浅口第 1団本部　指導者 9名スカウト12 名
平成 20 年 3月29日〜 30日　兵庫県野外活動センター
　指導者 8名スカウト10 名

富士チャレンジキャンプ（山中野営場）
平成 19 年 8月14〜 20日
　指導者：柚木徹　スカウト：東條弘明、渡部倫太郎、犬塚功貴、大山直紀
スカウトの日（カントリー）
平成 18 年 9月18日　県内各地	参加者：11ヶ団 426 名

平 成19 年 度（ 2 0 0 7 ）

岡山連盟のアクティビティ
第 21 回世界ジャンボリー
平成 19 年 7月27日〜 8月8日（イギリス・エセックス州）
指導者：大林誠
派遣スカウト：山崎拓海、小野わか奈、吉田圭佑（都窪第 2団）
岡野健実、谷口洵（岡山第 17 団）
増田健太、北村佳則（岡山第 24 団）
木多岳雪（津山第 1団）
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おかやまスカウトフェスタ
平成 20 年 11月16（日）
会場：鴨方町ビッグハット
参加者：ボーイスカウト795 名、ガールスカウト161 名

技能章講習会
平成 20 年 5月11日　手話章（岡山市立南公民館）
　参加者：指導者 7名、スカウト6名
平成 20 年 6月22日　手話章（岡山市立南公民館）
　参加者：指導者 6名、スカウト14 名
平成 20 年 9月6日　水泳章・溺者救助章（鴨方B&G海洋センター）
平成 21 年 3月14日　救急章（浅口第 1団スカウトハウス）

ベンチャー集会
平成 20 年 5月11日　岡山市立南公民館
　参加者：指導者 7名、スカウト6名
平成 20 年 6月22日　岡山市立南公民館
　参加者：指導者 6名、スカウト14 名
平成 20 年 9月28日　総社中央公民館
平成 21 年 3月28日〜 29日　広島市三滝少年自然の家
　参加者：指導者 7名、スカウト19 名

第 10 回アグーナリー
平成 20 年 7月31〜 8月4日　神戸市・しあわせの村
　参加者：指導者 9名、スカウト26 名

第 38 回世界会議（第 23 回 WSJ 招致活動）
平成 20 年 7月14〜 18日　韓国済州島
　参加者：今田淳治、岡本耕治
第 12 回韓国ジャンボリー
平成 20 年 8月5〜 14日　韓国・雪岳山
　参加スカウト：井上麟太郎、久山智弘（都窪 2）
スカウトの日（カントリー作戦）
平成 20 年 9月15日　県内各地 7ヶ団　339 名
全国スカウトフォーラム
平成 20 年 11月22〜 24日　長崎県体育協会合宿所
　参加スカウト：河内隆宏（岡山 23）

平 成20 年 度（ 2 0 0 8 ）
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Activity

合同野営「Do My Best」
平成 21 年 8月1日〜 4日
会場：蒜山塩釜野営場
参加者：260 名

技能章講習会
平成 21 年 5月10日　手話章（岡山市立南公民館）　13 名
平成 21 年 6月14日　手話章（岡山市立南公民館）　29 名
平成 21 年 9月5日　水泳章・溺者救助章（鴨方B&G海洋センター）6名
平成 21 年 11月8日　救急章（浅口第 1団本部）　27 名

ベンチャー集会
平成 21 年 5月10日　岡山市立南公民館　13 名
平成 21 年 6月14日　岡山市立南公民館　15 名
平成 21 年 11月7日　浅口第 1団本部
平成 21 年 3月27日〜 298日　豊中市上野会館　39 名

日米スカウトフォーラム
平成 22 年 2月6〜 7日　成田
参加スカウト：増田健太（津山 1）

平 成21 年 度（ 2 0 0 9 ）

岡山連盟のアクティビティ
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技能章講習会
平成 22 年 6月13日　手話講習会（岡山市立南公民館）21 名
平成 22 年 7月4日　手話講習会（岡山市立南公民館）19 名
平成 22 年 9月4日　水泳章・溺者救助章考査
　（鴨方B&G海洋センター）12 名
平成 22 年 11月7日　救急法講習会（浅口市北ウイング）

ベンチャー集会
平成 22 年 5月9日　岡山市立南公民館　13 名
平成 22 年 9月26日　岡山市立南公民館
平成 23 年 3月26日〜 27日　キャンピング指月林（京都市）
　指導者 9名スカウト39 名
スカウトの日
平成 22 年 9月20日　県内各地
エコフェスタ参加
平成 22 年 11月6日　岡山県営グランド
第 18 回全国スカウトフォーラム
平成 22 年 12月25〜 26日　青少年総合センター　小山徹（西大寺 5）
日韓スカウトフォーラム
平成 22 年 11月8〜 10日　成田市　鍋本蓮（岡山 4）
日米スカウトフォーラム
平成 23 年 2月5〜 6日　成田市　徳光貴仁（岡山 4）

第 15 回日本ジャンボリー（日本連盟）
平成 22 年 8月2日〜 8日　静岡県富士宮市朝霧高原
参加者 191 名
見学者：26 名

平 成22年 度（ 2 0 1 0 ）
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Activity

平 成23 年 度（ 2 0 1 1 ）

技能章講習会
平成 23 年 6月12日　手話講習会（岡山市立南公民館）21 名
平成 23 年 7月3日　手話講習会（岡山市立圉公民館）17 名
平成 23 年 9月4日　水泳章・溺者救助章考査（鴨方B&G）17 名
平成 23 年 11月6日　救急法講習会（浅口第 1団本部）10 名

ベンチャー集会
平成 23 年 5月8日　岡山市立南公民館　9名
平成 23 年 7月10日　岡山市立南公民館　10 名
平成 23 年 9月25日　岡山市立南公民館　24 名
平成 24 年 3月31日〜 4月1日　大洲青少年自然の家
　指導者 5名、スカウト15 名

ユースフォーラム
平成 23 年 9月17〜 18日　青少年総合センター
　河内隆宏（岡山 23）、磯中祥行（総社 3）、増田健太（津山 1）

「スカウトの日」奉仕活動
平成 23 年 9月19日　県内各地　5ヶ団 234 名

2011 スカウトフェスタ
平成 23 年 10月23日　（国立吉備青少年の家）673 名

日韓スカウト交流プログラム
平成 23 年 12月17〜平成 24 年 1月9日　インターナショナルホテル成田
奉仕：横山卓生、参加：前原教志

第 22 回世界ジャンボリー
平成 23 年 7月22日〜 8月10日　スウェーデン	スコーネ県
指導者：大林誠
派遣スカウト：岡島	拓已、長田	遥、大本	拓実、清水	春菜、久山	智弘、井
上	麟太郎、杉本	僚太、前原	教志、中嶋	弘樹、神田智、操田	祐哉
視察団：岡本耕治

第 22 回世界ジャンボリー参加者教育長表敬訪問
平成 23 年 8月24日　（岡山県庁）10 名

東日本大震災復 日本連盟ボランティア定期便
平成 23 年 4月29日（金）〜 5月1日（日）
参加者：坪井慈朗

岡山連盟のアクティビティ
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技能章講習会
平成 24 年 6月10日　手話章講習会（岡山市南公民館）10 名
平成 24 年 7月13日　手話章講習会（岡山市南公民館）9名
平成 24 年 9月2日　水泳章考査（鴨方B&G海洋センター）7名
平成 24 年 9月10日　手話章講習会（岡山市南公民館）10 名
平成 24 年 11月3日　救急法講習会（金光教本部境内休憩所）

ベンチャー集会
平成 24 年 5月13日　岡山市南公民館　8名
平成 24 年 7月8日　岡山市南公民館　5名
平成 24 年 9月30日　岡山市南公民館
平成 25 年 3月30〜 31日　大阪吹田市自然交流センター　25 名

ベンチャー代表者連絡会
平成 24 年 6月10日　岡山市南公民館
平成 24 年 9月10日　岡山市南公民館　スカウト4名

第 19 回全国スカウトフォーラム
平成 24 年 11月23日〜 25日（福島県国立磐梯青少年交流の家）
参加者：溝部光優（岡山第 17 団）

ローバー会議発足
平成 24 年 5月27日　青少年総合センター
参加者：磯中祥行

ベンチャースカウト代表者連絡会
平成 24 年 6月10日　岡山市立南公民館
参加者：スカウト4名

日韓スカウト交流事業日韓スカウトフォーラム
平成 25 年 1月12日〜 14日（広島市アステールプラザ）
参加者：倉本朋英（総社 3）、杉本友樹（総社 3）、中山知尭（西大寺 1）

第 55 回ジャンボリー・オン・ジ・エア JOTA
平成 24 年 10月20日　岡山市京山太陽の丘
参加者：8名

平 成24 年 度（ 2 0 1 2 ）

2012 岡山スカウトキャンポリー
平成 24 年 7月26日〜 29日
会場：蒜山塩釜野営場
参加者：258 名
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平 成25 年 度（ 2 0 1 3 ）
技能章講習会
平成 25 年 8月31日　水泳章考査（鴨方B&G海洋センター）	
　21 名受講、11 名合格
平成 25 年 10月6日　手話章講習会（岡山市南公民館）26 名
平成 25 年 11月3日　救急法講習会（金光教本部境内控所）25 名
平成 25 年 11月4日　手話章講習会（岡山市南公民館）19 名

ベンチャー集会
平成 25 年 6月9日　岡山市南公民館　13 名
平成 25 年 9月29日　岡山市南公民館
平成 26 年 3月29〜 30日　島根県青少年館

スカウトの日
平成 25 年 9月16日

第 56 回ジャンボリー・オン・ジ・エア JOTA
平成 25 年 10月19日　岡山市京山児童会館

日韓スカウトフォーラム
平成 26 年 1月11〜 13日　福岡博多都ホテル
参加者：溝部光優（岡山 17）

第 16 回日本ジャンボリー
（第 30 回アジア太平洋地域ジャンボリー）
平成 25 年 7月31日（水）〜 8月8日（木）9日間
開催場所：山口市阿知須きらら浜
参加者：14,340 人（うち海外 1,391 人）53カ国
派遣団長：脇本	富治　派遣副団長　森定	信吉
第 1隊隊長：砂場	一昭、第 2隊隊長：大下	大介、第 3隊隊長：石井	照彦、
第 4隊隊長：岡本	明広
派遣隊：スカウト140 名、指導者 18 名、IST29 名、JDT5 名
派遣団本部：4名　香川合同隊：9名　広島会場：3名
合計 208 名

岡山連盟のアクティビティ
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平 成26 年 度（ 2 0 1 4 ）

技能章講習会
平成 26 年 8月31日　水泳章考査（鴨方B&G海洋センター）
平成 26 年 11月16日　救急法講習会（金光教本部境内休憩所）
ベンチャー集会
平成 24 年 6月1日　岡山市南公民館
平成 24 年 10月25日　岡山市南公民館
平成 26 年 12月25日　岡山市立東山公民館
スカウトフォーラム
平成 26 年 9月28日（日）　岡山市立東山公民館	
第 57 回ジャンボリー・オン・ジ・エア JOTA
平成 24 年 10月19日　岡山市児童会館太陽の丘公園

2014 岡山スカウトキャンポリー
平成 26 年 8月6日〜 9日
（台風接近のため一日繰り上げ）
会場：蒜山塩釜野営場
参加者：140 名
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地区のアクティビティ

Ac
tiv

ity

第一地区のアクティビティ

ボーイ隊ラリー
第一地区のボーイスカウトが一堂に会し、オリエンテーリングなど、日ごろの訓練の
成果を発揮しながら楽しく交流しています。

マーチングイン岡山奉仕
岡山市主催の「マーチング・イン・オカヤマ」のパレードで毎年プラカード先導な
どの奉仕をしています。

青少年健全育成パレード奉仕
ライオンズクラブから依頼を受け「青少年健全育成パレード」に協力。ボーイ・
ベンチャーは横断幕とプラカード持ち、カブ・ビーバーはパレードに参加しました。
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岡山ドームわくわく子どもまつり奉仕
岡山市主催の「マーチング・イン・オカヤマ」のパレードで毎年プラカード先導な
どの奉仕をしています。

ビーバー・カブ合同集会
ビーバースカウト、カブスカウトが集まり、ゲームやハイキングで課題に挑戦したり遊
びながら、みんなで力を合わせることの喜びや、助け合うことの大切さを学んでいます。	
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Activity

第二地区のアクティビティ

倉敷市成人式の奉仕
マスカットスタジアムで行われる倉敷市の成人式で、新成人の実行委員の指導を
受けて、出迎えや風船リリースなどの奉仕を毎年行なっています。

倉敷市こどもまつりの奉仕
毎年 2月にライフパーク倉敷で行われる倉敷市こどもまつりで、セレモニーの開会
宣言と司会をと担当。またスカウトコーナーでは、パネル写真展示やビデオ放映で
活動を紹介。屋外コーナーでは、ロープ回し、早打ち手旗、火起こしなどのデモ
ンストレーションを行っています。
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第二地区のアクティビティ

ビーバー交流集会
第二地区のビーバースカウトが一同に集まって、大潮干狩り大会や吉備路風土
記の丘で古代吉備人を助けるポイントラリー、深山公園親水広場で「ビバリピック」
など、普段はできない大きな活動を行っています。

地区技能向上キャンプ
ボーイスカウトが自身の技能を高めるため、一同に集まって訓練キャンプを行ってい
ます。ターゲットバッジや技能賞取得にチャレンジ。お互いに助け合いながらスカウ
ト技能の向上を目指しています。

月の輪チャレンジ舎営
カブのくまスカウトがボーイ上進を目指し、二泊三日の舎営を行っています。「忍た
ま乱太郎の冒険」をテーマに楽しみながら月の輪に挑戦します。
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Activity

第三地区のアクティビティ

第３地区スカウトラリー
ビーバー部門、カブ部門、ボーイ・ベンチャー部門それぞれに別れ、宝探しゲー
ムやハイキング、フィッシングなど、いろいろなプログラムに挑戦し、親睦を深めてい
ます。

BP 祭
地区内の5個団かが参加しBP祭を行っています。ベンチャー・ローバー隊によ
る昼食のおもてなしや交流プログラムで楽しいひとときを過ごします。
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スカウトデイ・カントリー大作戦
毎年スカウトデイには近隣の団が集まり、協力して空き缶拾いや清掃活動を続けて
います。

キッズフェスティバル
浅口市主催のキッズフェスティバルでの展示部門で参加。子どもたちは和紙で作
る箸入れ、丸太を切って作るペンダントの工作や魚釣りゲームで楽しみました。

生協と協同参画
地元生協と「もしもに備えてお外でクッキング」イベントを開催。アルミ缶炊飯やツ
イストパンほか急造担架講座も担当し、地域との交流を深めています。

第三地区のアクティビティ
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日々 の研鑚
ボーイスカウト講習会（指導者講習会）
※平成 24 年度より「ボーイスカウト講習会」に名称変更

W
oo

dB
ad

ge

番号	 開設月日	 場所	 参加者	 主任講師

平成 15年度
第 195 回	 6月22日	 岡山市上道公民館	 10 名	 豊田瑞穂
第 196 回	 7月13日	 鴨方町民会館	 7 名	 西山勝正
第 197 回	 11月22日	 落合町中央公民館	 10 名	 廣田裕
第 198 回	 2月29日	 岡山市福田公民館	 20 名	 木多琢二
第 199 回	 3月21日	 倉敷市琴浦公民館	 5 名	 西山勝正

平成 16年度
第 200 回	 6月27日	 岡山市青年の家	 5 名	 廣田裕
第 201 回	 11月28日	 落合中央公民館	 5 名	 木多琢二
第 202 回	 1月30日	 高梁福祉センター	 6 名	 廣田裕
第 203 回	 3月13日	 慈愛幼稚園	 21 名	 豊田瑞穂

平成 17年度
第 204 回	 10月2日	 備北青年の家	 10 名	 廣田裕
第 205 回	 11月27日	 岡山市福田公民館	 45 名	 岡本耕治
第 206 回	 12月4日	 落合中央公民館	 3 名	 木多琢二
第 207 回	 3月12日	 倉敷公民館	 33 名	 木多琢二

平成 18年度
第 208 回	 11月26日	 上道公民館	 4 名	 廣田裕
第 209 回	 3月11日	 総社ふれあいセンター	 35 名	 廣田裕

平成 19年度
第 210 回	 7月26日	 落合公民館	 10 名	 木多琢二
第 211 回	 11月11日	 吉備公民館	 20 名	 廣田裕
第 212 回	 3月16日	 玉野福祉センター	 26 名	 廣田裕

平成 20年度
第 213 回	 6月7日	 岡山神社庁	 18 名	 廣田裕
第 214 回	 6月29日	 備北青年の家	 6 名	 木多琢二
第 215 回	 11月24日	 東山公民館	 15 名	 廣田裕
第 216 回	 3月15日	 玉島東公民館	 13 名	 木多琢二

平成 21年度
第 217 回	 6月28日	 高梁交流センター	 8 名	 大林誠
第 218 回	 11月1日	 岡山市福田公民館	 7 名	 廣田裕
第 219 回	 3月14日	 児島琴浦公民館	 10 名	 木多琢二

平成 22年度
第 220 回	 5月23日	 西苫田公民館	 9 名	 大林誠
第 221 回	 6月27日	 浅口市健康福祉センター	 11 名	 安東利香
第 222 回	 11月14日	 岡山南公民館	 22 名	 廣田裕
第 223 回	 3月13日	 慈愛幼稚園	 13 名	 大林誠

平成 23年度
第 224 回	 5月22日	 西苫田公民館	 11 名	 安東利香
第 225 回	 11月13日	 西大寺百花プラザ	 11 名	 廣田裕
第 226 回	 3月11日	 ライフパーク倉敷	 11 名	 木多琢二

平成 24年度
第 227 回	 11月18日	 岡山市福田公民館	 19 名	 石井照彦
第 228 回	 3月17日	 総社市中央公民館分室	 10 名	 廣田裕

平成 25年度
第 229 回	 6月30日	 鴨方公民館	 20 名	 廣田利香
第 230 回	 11月17日	 京山公民館	 19 名	 石井照彦
第 231 回	 3月16日	 玉野市すこやかセンター	 24 名	 木多琢二

平成 26年度
第 232 回	 9月28日	 高梁市常山交流センター	 12 名	 石井照彦
第 233 回	 11月16日	 岡山市南ふれあいセンター	 28 名	 廣田裕

指導者講習会（平成 22 年 11月14日岡山南公民館）

指導者講習会（平成 21 年 11月1日岡山市福田公民館）
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ボーイスカウト講習会（指導者講習会）

指導者講習会（平成 23 年 11月13日西大寺百花プラザ） ボーイスカウト講習会（平成 24 年 3月11日ライフパーク倉敷）

ボーイスカウト講習会（平成 25 年 11月17日京山公民館）
ボーイスカウト講習会（平成 26 年 3月26日玉野市すこやかセンター）

ボーイスカウト講習会（平成 24 年 11月18日岡山市福田公民館）
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平成 15年度
ウッドバッジ研修所（ビーバースカウト課程）中国・四国第 3期
開設月日：平成 15 年 10月10日〜 13日
開設場所：新見市備北青年の家
所長：河本修
所員：永田慶子、廣田裕、木多琢二、堀さかえ、高山敏之
参加者：竹本祐子（西大寺 1）船津勇（玉野 1）増田誠二（岡山 24）小
林康晴（都窪 2）松本慎平（岡山 24）宮岡美智枝（新見 1）川元直美（真
庭 3）砂場一昭（西大寺 1）薬師寺啓太（総社 3）新谷昌三（倉敷 16）
松本三喜子（西大寺 1）安東利香（岡山 24）

平成 16年度
コミッショナー研修所　中国・四国第 2期
開設月日：平成 16 年 10月9日〜 11日
開設場所：新見市備北青年の家
所長：大西宗明（大阪連盟）
所員：岡本耕治（岡 4）西山勝正（玉野 1）
参加者：大林誠（都窪 2）安東利香（岡山 24）堀さかえ（岡山 26）大野吉造（倉
敷 14）穂積起代美（倉敷 14）杉本興一（倉敷 16）岡本明広（浅口 3）
廣田裕（津山 1）木多琢二（津山 1）西本洋一（真庭 3）

奉仕者：吉永啓介（岡 4）高崎式子（岡山 17）脇本富治（岡山 17）今田
事務局長

平成 17年度
ウッドバッジ研修所（ベンチャースカウト課程）中国・四国第 2期
開設月日：平成 17 年 5月1日〜 4日
開設場所：新見市備北青年の家
所長：大手晴雄（大阪連盟）
所員：岡本耕治、野上健治、大野吉造、西本洋一、高山敏之
参加者：大林誠（都窪 2）堀田忠弘（倉敷 16）野嶋唯弘（倉敷 16）薬師
寺啓太（総社 3）古澤太一朗（浅口 1）森原信行（浅口 2）金光吉浩（浅
口 1）木多琢二（津山 1）平井清志（高梁 1）

団運営研修所　岡山第 2期
開設月日：平成 18 年 1月22日、28日〜 29日
開設場所：岡山市青年の家
所長：廣田裕
所員：岡本耕治、木多琢二、吉永啓介、安東利香、今田惇治
参加者：渡部妙子（西大寺 1）木村扶美（西大寺 1）大林誠（都窪 2）杉
本興一（倉敷 16）石井照彦（児島 1）川元秀吉（真庭 3）小野誠（新見 1）
山田實雄（新見 1）宮岡正治（新見 1）平井清志（高梁 1）赤木啓子（高
梁 1）

平成 18年度
ウッドバッジ研修所（ボーイスカウト課程）中国・四国第 6期
開設月日：平成 18 年 5月3日〜 6日
開設場所：浅口市聖ケ丘キャンプ場
所長：岡本耕治
所員：木多琢二、大林誠、野上健治、増田誠二、川元秀吉、廣田裕、豊
田瑞穂

参加者：宮岡美智枝、星山結実、岡本匡平、間野崇、垣上滋延、八木義人、
水内健正、松田洋一、田村良治、新谷昌一、神本哲朗、沼本大輔、杉
原賢治、伊原道典、中村亮太

平成 19年度
ウッドバッジ実修所（ボーイスカウト課程）第 163 期
開設月日：平成 19 年 4月30日〜 5月6日
開設場所：浅口市聖ケ丘キャンプ場

所長：松下修造（大阪連盟）
所員：廣田裕、野上健治、木多琢二
参加者：脇本富治、古澤太一朗、神本哲朗、中村明子、古川彰弘、岡本明広、
水内健正、柴田智文、岡本匡平、中村亮太

ウッドバッジ研修所（カブスカウト課程）中国・四国第 7期
開設月日：平成 19 年 10月5日〜 8日
開設場所：新見市備北青年の家
所長：廣田裕
所員：大林誠、安東利香、西本洋一、石井照彦、木多琢二、大野吉造、
増田誠二

参加者：原みはる、広瀬周子、下村由輝弥、森本聖司、宮本奈緒子、森定
信吉、山本吉輝、森浩紀、岡崎高宏、深井広美、小西裕子、杉本晴美、
児山力

平成 20年度
ウッドバッジ研修所（ビーバースカウト課程）中国・四国第 8期
開設月日：平成 19 年 5月3日〜 6日
開設場所：新見市備北青年の家
所長：木多琢二
所員：増田誠二、大林誠、安東利香
参加者：薬師寺優、森浩紀、杉本晴美、小西裕子、真黒由樹、山田美代、
古澤太一朗

ウッドバッジ研修所（ローバースカウト課程）中国・四国第 1期
開設月日：平成 20 年 5月3日〜 6日
開設場所：新見市備北青年の家
所長：長谷川榮市（愛知連盟）
所員：岡本耕治、石井照彦
参加者：水内健正、松井清宏、穂積久史、薬師寺慶、西本洋一

平成 21年度
団運営研修所　中国・四国第 5期
開設月日：平成 21 年 10月10日〜 12日
開設場所：御津国際交流会館
所長：廣田裕
所員：岡本耕治、大林誠、安東利香、木多琢二
参加者：見村三吉、八木義人、坪井慈朗、植中和彦、山縣保、星山正一、
小林康晴

平成 22年度
団運営研修所　中国・四国第 6期
開設月日：平成 22 年 10月9 曰〜 11 曰
開設場所：御津国際交流会館
所長：廣田裕
所員：安東利香、石井照彦
参加者：福田真理子、宮地章三、小林敏明、木下恭子、森本英利、森浩紀、
川上直身、大野吉造、松井清宏

平成 23年度
ウッドバッジ研修所（ボーイスカウト課程）中国・四国第 12期
開設月日：平成 23 年 5月1日〜 4日
開設場所：金光教聖ヶ丘キャンプ場
所長：木多琢二
所員：石井照彦、大林誠、増日誠二
参加者：植中和彦、長町美波、三宅梨奈、前田祥明、磯中祥行、河村理恵、
越智由美、森浩紀、藤野真知

WoodBadge

ウッドバッジ研修所・実修所の開設
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平成 24年度
ウッドバッジ研修所（カブスカウト課程）中国・四国第１２期
開設月日：平成 24 年５月３日〜５日
開設場所：国立吉備青少年の家
所長：廣田裕
所員：廣田利香、木多琢二
参加者：徳田小百合、小枝真理（岡山２６）三浦強、小林伸行（西大寺１）
安藤博之（西大寺５）三宅梨奈、井内真理（都窪２）磯中祥行（総社３）
河村理恵、瀬良田誠、樋口裕介（浅口２）東條美恵子（浅口３）

平成 25年度
ウッドバッジ実修所（カブスカウト課程）第１55期
開設月日：平成 25 年５月３日〜 6日
開設場所：岡山県青少年教育センター閑谷学校
所長：鎌倉恵子（千葉連盟）
所員：木多琢二、廣田利香
奉仕：岡本耕治、廣田裕
参加者：劔持智、劔持秀子（岡山 4）宮本奈緒子、岡崎高宏（西大寺 5）
森浩紀（新見 1）西野周子（玉島 5）深井広美（倉敷 14）
ウッドバッジ研修所（ビーバースカウト課程）中国・四国第 13期
開設月日：平成 25 年 11月2日〜 4日
開設場所：岡山県青少年教育センター閑谷学校
所長：廣田利香
所員：木多琢二、横山卓生
奉仕：岡本耕治、廣田裕
参加者：工藤尚樹、山﨑久美子（岡山 26）三浦強（西大寺 1）石原美穂、
石原克之、柴田沙織、原義生（西大寺 5）岡谷悦子（倉敷 14）石井照彦（児
島 1）難波正海、濱田倫匡、前原教志、前原房枝（総社 3）

平成 26年度
コミッショナー研修所　中国・四国第 6期
開設月日：平成 26 年 11月1日〜 3日
開設場所：国立吉備青少年自然の家
所長：村田禎章（奈良連盟）
所員：廣田利香、石井照彦
奉仕：岡本耕治、廣田裕、木多琢二
参加者：光畑俊行（岡山 4）、相浦正徳（玉野 1）、柴田智文（西大寺 5）、
岡本浩明（都窪 2）、長町美波（西大寺 5）、横山卓生（西大寺 1）

ウッドバッジ研修所・実修所の開設

平成 25 年 11月2日〜 4日　WB研修所（BVS課程）

平成 25 年 5月3日〜 6日　WB実修所（CS課程）

平成 26 年 11月1日〜 3日　コミッショナー研修所

平成 24 年 5月3日〜 5日　WB実修所（CS課程）
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県外各種訓練機関への参加・奉仕

平成 15年度
◇WB実修所（CS課程）第 131 期	
4月29日〜 5月4日　愛媛県	
所員：永田慶子	
参加：松本慎平（岡山 24）安東利香（岡山
24）西本洋一（真庭 3）

◇WB実修所（BVS課程）第 25 期	
4月30日〜 5月5日　兵庫県	
参加：高山敏之（西大寺 1）

◇WB実修所（BVS課程）第 26 期	
10月11日〜 10月16日　栃木県	
参加：大林誠（都窪 2）

◇WB研修所（CS課程）中国・四国第 3期	
5月2日〜 5日　広島県	
所員：木多琢二	
参加：竹本祐子（西大寺 1）松本三喜子（西
大寺 1）宮岡美智枝（新見 1）井本陽子（岡
山 17）川元秀吉（真庭 3）

◇WB研修所（BS課程）中国・四国第 3期	
5月2日〜 5日　山口県	
所員：廣田裕	
参加：中村明子（岡山 17）薬師寺啓太（総社 3）

◇WB研修所（BS課程）兵庫第 48 期	
5月2日〜 5日　兵庫県	
参加：萩本さやか（岡山 17）

◇WB研修所（BS課程）京都第 28 期	
5月2日〜 5月5日京都府	
参加：林　積（浅口 1）

◇WB研修所（BVS課程）大阪第 30 期	
5月2日〜 5日　大阪府	
参加：山本孝子（西大寺 1）

◇WB研修所（BVS課程）神奈川第 25 期	
6月5日〜 6月8日　神奈川県	
参加：加古涼子（浅口 1）

◇WB研修所（BS課程）大阪第 138 期	
9月20日〜 9月23日　大阪府	
参加：山本孝子（西大寺 1）

◇WB研修所（CS課程）大阪第 132 期	
9月20日〜 9月23日大阪府	
参加：加古涼子（浅口 1）

◇WB研修所（VS課程）大阪第 13 期	
9月20日〜 9月23日	大阪府	
参加：穂積久史、高田和徳（倉敷 14）

◇団運営研修所　中国・四国第 2期	
5月3日〜 5日　鳥取県	
所員：豊田瑞穂	
参加：松本信孝（倉敷 15）小山明彦（西大寺 1）

平成 16年度
◇コミッショナー実修所　第 15 期	
6月25日〜 27日　スカウト会館	
参加：西山勝正（玉野 1）高崎式子（岡山
17）石井照彦（児島 1）

◇WB実修所（CS課程）第 134 期	
4月29日〜 5月4日　那須野営場	
参加：金光清治（浅口 1）

◇WB研修所（CS課程）福岡第 32 期	
10月8日〜 11日　福岡県	
参加：川元直美（真庭 3）

◇WB研修所（CS課程）中国・四国第 4期	
5月1日〜 4日　山口県	
所員：廣田裕	
参加：砂場一昭（西大寺 1）友清美香（玉島 5）
矢島沙織（玉島 5）滝澤聖児（玉島 5）薬師
寺啓太（総社 3）

◇WB研修所（BVS課程）中国・四国第 4期	
5月2日〜 5日　広島県	
所員：堀さかえ

◇WB研修所（BS課程）中国・四国第 4期	
5月2日〜 5日　香川県	
所員：木多琢二	
参加：井本謙次（岡山 17）増田誠二（岡山
24）安東利香（岡山 24）大林誠（都窪 2）
三好定男（玉島 5）難波弘子（玉島 5）金光
吉梏（浅口 1）川元秀吉（真庭 3）

◇WB研修所（VS課程）大阪第 15 期	
10月8日〜 11日　大阪府	
参加：高山敏之（西大寺 1）山本孝子（西大寺 1）

◇副リーダートレーナーコース第 48 期	
8月19日〜 23日　那須野営場	
参加：野上健治（岡山 4）

◇団運営研修所　愛媛第 5期	
9月18日〜 20日　愛媛県	
参加：安東利香（岡山 24）

平成 17年度
◇WB実修所（BVS課程）第 28 期	
4月30日〜 5月5日　那須野営場	
参加：安東利香（岡山 24）

◇WB実修所（ボーイ課程）第 157 期	
4月30日〜 5月5日　奈良活動センター	
参加：増田誠二（岡山 24）川元秀吉（真庭 3）

◇WB実修所（BS課程）第 158 期	
10月5日〜 10日　那須野営場	
参加：大林誠（都窪 2）

◇WB研修所（CS課程）中国・四国第 5期	
5月1日〜 4日　愛媛県	
所員：廣田裕（津山 1）

◇WB研修所（BVS課程）中国・四国第 5期	
5月1日〜 4日　山口県	
所員：堀さかえ（岡山 26）

◇WB研修所（BS課程）中国・四国第 5期	
7月15日〜 18日　松江市宍道総合公園	
所員：木多琢二（津山 1）大林誠（都窪 2）	
参加：柴田智文（西大寺 5）井上徹（浅口 2）
森原信行（浅口 2）

◇団運営研修所中国・四国第 5期	
7月16日〜 18日　広島県	呉市	
所長：岡本耕治（岡山 4）	
所員：廣田裕（津山 1）	

平成 18年度
◇WB実修所（CS課程）第 139 期	
5月2日〜 7日　京都市静原キャンプ場	
参加：井本陽子

◇WB研修所（CS課程）中国・四国第 6期	
5月3日〜 6日　広島県	
所員：西本洋一

◇WB研修所（BVS課程）中国・四国第 6期	
5月3日〜 6日　愛媛県松山活動センター	
所員：安東利香	
参加：木村扶美、三浦仁美、堀しのぶ、東條
美恵子

◇団運営研修所	兵庫第 15 期	
5月4日〜 6日　神戸市セミナーハウス	
参加：薬師寺正志

◇コミッショナー研修所	中国・四国第 3期	
10月7日〜 9日　山口県光青年の家	
参加：吉良英紀

平成 19年度
◇WB研修所（BVS課程）中国・四国第 7期	
5月3日〜 6日　鳥取県岩美町	
参加：森朱美、尾崎由典、冨田英吾

◇WB研修所（VS課程）中国・四国第 3期	
5月3日〜 6日　山口県光市	
参加：川元秀吉、柚木徹、増田誠二、川崎数
馬、尾坂浩史

◇WB研修所（BS課程）中国・四国第 7期	
5月3日〜 6日　広島県東広島市	
所員：大林誠	
参加：太田圭哉、同前誠

◇副リーダートレーナーコース	
　8月22〜 26日　那須野営場	
　参加：大林誠

◇WB研修所（VS課程）大阪第 19 期	
10月5日〜 8日　大阪府	
参加：水内健正

◇団運営研修所　中国・四国第 4期	
11月23日〜 25日　愛媛県	
所長：金光和道	
所員：廣田裕

平成 20年度
◇WB研修所（CS課程）中国・四国第 8期	
5月3日〜 6日　愛媛県松山活動センター	
所員：廣田裕	
参加：松田信一、原裕一、切明昌弘

◇WB研修所（VS課程）神奈川第 11 期	
9月14日〜 17日　静岡県山中野営場	
参加：安東利香

◇WB研修所（BS課程）中国・四国第 9期	
9月20日〜9月23日　愛媛県松山活動センター	
所員：大林誠、野上健治	
参加：大下大介、小西裕子

◇リーダートレーナーコース	
9月11〜 15日　那須野営場	
参加：廣田裕

WoodBadge



79ボーイスカウト岡山連盟 65周年記念誌

県外各種訓練機関への参加・奉仕

平成 21年度
◇リーダートレーナーコース　第 29 期	
9月23日〜 27日　那須野営場	
参加：本多琢二

◇副リーダートレーナーコース　第 54 期	
7月18日〜 22日　那須野営場	
参加：安東利香

◇WB実修所（BS課程）第 171 期	
9月19日〜 22日　栃木県	
参加：大下大介

◇WB研修所（VS課程）中国・四国第 5期	
5月3日〜 5月6日　愛媛県	
所員：野上健治

◇WB研修所（BVS課程）中国・四国第 9期	
5月3日〜 5月6日　広島県	
所員：安東利香	
参加：新田涼子、長町美波、赤本美由紀、相
浦正徳

◇WB研修所（CS課程）中国・四国第 9期	
9月19日〜 22日　山口県	
所員：安東利	
参加：寺坂洋子

◇WB研修所（BS課程）中国・四国第 10 期	
9月20日〜 23日　島根県	
所員：石井照彦、大林誠	
参加：妹尾信明、薬師寺優、冨田英吾、瀬良
田誠

平成 22年度
◇WB研修所（BVS課程）中国・四国第 10 期	
5月1日〜 4日　山口県光市	
所員：安東利香	
参加者：大下暁美、小幡かおる、広瀬周子、
森宣優

◇WB研修所（CS課程）中国・四国第 10 期	
5月2日〜 5日　愛媛県松山市	
所員：廣田裕	
参加者：天野勲、西村真治、西野潔、宮地正
人、黒瀬里会

◇WB研修所（BS課程）中国・四国第 11 期	
5月2日〜 5日　香川県さぬき市	
所員：木多琢二、大林誠、石井照彦	
参加者：山本幸太、東條弘明、東條美恵子、
中野弘一郎

◇WB研修所（BVS課程）兵庫第 20 期	
5月2日〜 5月5日　兵庫県神戸市	
参加者：近藤利行

◇コミッショナー研修所　中国・四国第 5期	
10月9日〜 11日　広島県呉市	
所員：岡本耕治

平成 23年度
◇団運営研修所	
4月29日〜 5月1日　山口市	
所員：廣田裕

◇WB研修所（BVS課程）中国・四国第 11 期	
5月1日〜 5月4日　松山市	
所員：安東利香	
参加者：樋口裕介、瀬良田誠

◇WB研修所（VS課程）中国・四国第 6期	
5月1日〜 5月4日　東広島市	
所員：野上健治	
参加者：星山正一

◇副リーダートレーナーコース	
8月24日〜 26日　那須野営場	
参加：石井照彦

◇コミッショナー実修所　第 22 期	
11月18日〜 19日　那須野野営場	
参加者：廣田裕、廣田利香

◇団委員上級研修所　第 1期	
11月25日〜 27日　青少年総合センター	
参加者：廣田裕

◇新指導者養成体制研究会	
12月3日〜 4日　青少年総合センター	
参加者：廣田裕、木多琢二

平成 24年度
◇WB研修所（BS課程）中国・四国第 13 期	
5月3日〜5日　愛媛県松山市野外活動センター	
参加者：小西正実（岡山 17）天野勲（岡山
26）砂場一昭（西大寺 1）井上亮、片岡正継（西
大寺 5）

◇WB研修所（BS課程）静岡第 63 期	
9月14日〜 17日静岡連盟　太田山野営場	
参加者：岡谷悦子（倉敷 14）

◇WB実修所（BVS課程）第 34 期	
4月28日〜 5月3日	
愛知県新城・吉川野営場	
参加者：相浦正徳（玉野 1）

◇WB実修所（BS課程）第 177 期	
4月30日〜 5月5日	
広島県東広島市原村演習所	
所員：野上健治（岡山 4）石井照彦（児島 1）	
参加者：岡本浩明（都窪 2）

◇WB実修所プログラムトレーニング（BS課程）
第 179 期	
10月5日〜 8日　奈良県はやまの森野営場	
参加者：長町美波（西大寺 5）

平成 25年度
◇WB研修所（CS課程）中国・四国第 13 期
	 4月27日〜 29日　広島市三滝少年自然の家
	 参加者：松岡史朗、篠原秀夫、槌田庸宏（都
窪 2）

◇WB研修所（BS課程）大阪第 151 期
	 9月21日〜 23日	
大阪市立信太山青少年野外活動センター

	 参加者：古澤太一朗（浅口第 1団）
◇WB研修所（BS課程）中国・四国第 14 期
	 5月4日〜 6日	
山口県国立徳地青少年自然の家

	 所員：古澤太一朗
	 参加者：高橋道範（岡山第 4団）
◇WB研修所（VS課程）中国・四国第 7期
	 5月4日〜 6日　愛媛県	
所員：野上健治

◇団委員研修所　中国・四国第 8期
	 10月12日〜 14日　島根県立青少年の家

	 所員：廣田裕
	 参加者：吉井靖周（岡山第 26 団）
◇団委員研修所　大阪第 2期
	 11月2日〜 4日	
大阪豊中市立青少年自然の家「わっぱる」

	 参加者：金光清治（浅口第 1団）
◇団委員研修所　兵庫第 21 期
	 11月2日〜 4日　明石市立少年自然の家
	 参加者：古澤太一朗（浅口第 1団）

平成 26年度
◇WB実修所 BVS課程　第 37 期	
4月26日〜 29日　キャンプ大阪	
所員（チューター）：廣田利香

◇WB研修所 BVS課程　中国・四国第 15 期	
5月4日〜 6日	
広島市三滝少年自然の家　　　	
所員（副長）：廣田利香	
参加者：佐藤尚代（津山 1）毛利義幸（浅口 1）

◇WB研修所 BS課程　中国・四国第 15 期	
5月3日〜 6日	
松山市野外活動センター	
所員（副長）：横山卓生

◇WB研修所 CS課程　中国・四国第 14 期	
5月4日〜 6日	
山口県国立徳地青少年自然の家	
所員（DL）：古澤太一朗	
参加者：岡谷悦子（倉敷 14）

◇WB研修所VS課程　静岡第 14 期
　5月3日〜 5日
　静岡三島市立箱根の里
　参加者：植中和彦（岡山 4）
◇WB研修所ビーバー課程中国・四国第 15 期
　5月4日〜 6日
　広島市三滝少年自然の家
　所員：廣田利香
　参加者：佐藤尚代（津山 1）、毛利義幸（浅口 1）
◇WB研修所カブ課程中国・四国第 14 期
　5月4日〜 6日
　山口国立山口徳治青少年自然の家
　所員：古澤太一朗
　参加者：岡谷悦子（倉敷 14）
◇団委員研修所　中国・四国第 9期	
9月13日〜 15日	
島根県立少年自然の家

	 所長：廣田裕	
所員（AQM）：古澤太一朗

◇団委員実修所　第 8期
	 10月11日〜 13日　呉市大空山青年の家	
参加：廣田利香
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その他研修等
平成 15年度
◇全国県連盟コミッショナー会議	
5月18日　伊香保	
参加者：金光和道	
6月21日〜 22日	オリンピック記念センター	
　参加者：西山勝正、高崎式子	
10月18〜 19日　宮城県	
　参加者：金光和道

◇県連盟ディレクター研究集会	
12月6日〜 7日　日本連盟本部	
参加者：西山勝正

◇日本連盟主催「中国・四国ブロックトレーナー研
究集会」	
平成 16 年 1月31日〜 2月1日　青年館	
参加者：西山勝正、河本修、岡本耕治、金光
和道、永田慶子、岡本猛、廣田裕、豊田瑞
穂

◇日本連盟主催「組織拡充・広報セミナー」	
12月6日〜 7日	青少年総合センター	
　参加者 : 高崎式子、山本敏機

◇県コミッショナー部局会議　県連盟プレハブ	
平成 15 年 4月24日、5月28日、6月26日、7
月17日、8月28日、10月30日、12月18日	
平成 16 年 1月29日、2月26日

◇地区コミッショナー研究集会	
6月29日　岡山市青年の家

	 9月25日　高梁第 1団団本部
	 12月4日　落合公民館
	 平成 16 年 3月19日　西大寺第 1団団本部
◇プログラム研究会	
7月26日（ベンチャー部門）下町川野営場

	 8月30日（ビーバー部門）備北青年の家
	 11月16日（カブ部門）岡山市青年の家
◇トレーニングチーム定例集会　岡山市青年の家	
平成 15 年 4月8日、6月29日、11月30日、
平成 16 年 3月14日

平成 16年度
◇全国県連盟コミッショナー会議	
5月16日　名古屋市	
参加者：金光和道	
6月19日〜 20日　国立青少年センター	
参加者：岡本耕治、高崎式子	
10月16日〜 17日　石川県	
参加者：藤原プログラム委員長	
平成 17 年 2月5〜 6日　スカウト会館	
参加者：金光和道

◇県連盟ディレクター研究集会	
11月27日〜 28日　スカウト会館	
参加者：廣田裕

◇県連盟コミッショナー会議	
4月22日・5月20日・7月29日・8月27日・
10月21日・11月22日

◇地区コミッショナー研究集会	
平成 16 年 7月4日・8月17日・9月22日・12
月3日・平成 17 年 3月16日
◇企画調整会議	
平成 16 年 12月1日（浅口 1団本部）、平成

17 年 3月4日（金光教大阪教会控所）
◇プログラム研究会　ビーバー・カブ部門	
10月24日　久米美しい森　参加者 15 名

◇プログラム研究会　ボーイ・ベンチャー部門	
平成 17 年 2月5日　三徳園　参加者：7名

◇日本連盟主催トレーニングセミナー参加	
6月12日〜 13日　ボーイスカウト会館	
参加者：岡本耕治、高崎式子

◇トレーニングチーム定例集会	
平成 16 年 6月8日・7月13日・8月6日・9月
23日・10月19日・11月9日・12月14日	
平成 17 年 1月14日・2月14日

◇日本連盟主催「中国・四国ブロックトレーナー研
究集会」	
平成 17 年 2月26日〜 27日　広島県	
参加者：廣田裕、木多琢二、金光和道、岡本
耕治、豊田瑞穂、堀さかえ、大林誠、安東利
香

平成 17年度
◇プログラム研究会「野外料理の研究」	
7月3日　福渡	友愛の丘	
参加者：55 名

◇広報・募集セミナー	
6月12日　岡山市青年の家	
参加者：15 名

◇全国県連盟コミッショナー会議	
5月22日　福岡ソフトリサーチパーク	
参加者：金光和道	
7月2日〜 3日　国立青少年センター	
参加者：金光和道、高崎式子	
10月22日〜 23日　沖縄体協会館	
参加者：金光和道	
平成 18 年 2月4日〜 5日　東京スカウト会館	
参加者：金光和道

◇県連盟ディレクター研究集会	
12月3日〜 4日　東京スカウト会館	
参加者：廣田裕

◇県連盟コミッショナー会議	
平成 17 年 5月19日、6月16日、8月25日、9
月29日、10月14日、平成 18 年 2月17日
◇地区コミッショナー研究集会	
平成 17 年 5月29日、9月16日、12月2日、
平成 18 年 3月17日

◇企画調整会議（浅口 1団本部）	
平成 18 年 3月23日

◇県連組織改変検討委員会（浅口 1団本部）	
平成 17 年 4月13日（金光和道・高崎・岡本
耕治・百山・木多・脇本・山田・岡本猛・今田）、
11月18日（11 名）、平成 18 年 3月8日（6名）

◇日本連盟主催トレーナー研究集会	
平成 18 年 2月12日　静岡県	
　参加者：岡本耕治	
平成 18 年 2月25日〜 26日　山口県	
　参加者：廣田裕、河本修、木多琢二、大林
誠、安東利香

◇トレーニングチーム定例集会	
平成 17 年 5月10日、6月11日、7月1日、8

月9日、9月9日、10月11日、11月8日、12
月13日	
平成 18 年 1月10日、2月14日、3月14日

平成 18年度
◇プログラム研究会	
7月2日　岡山県青年館	
参加者 15 名

◇全国県連盟コミッショナー会議	
5月26日　石川県　金光和道	
10月14〜 15日　島根県　金光和道	
平成19年1月20〜21日　東京青少年センター　
岡本耕治

◇ブロック県連盟コミッショナー会議	
平成 19 年 3月3日　香川県	
参加者：岡本耕治・高崎式子・脇本富治

◇県連盟コミッショナー会議	
6月15日

◇地区コミッショナー研究集会	
8月28日、9月11日、12月1日

◇企画調整会議	
平成 18 年 6月1日、8月24日、11月24日、
平成 19 年 2月28日

◇県連盟トレーナー研究集会	
12月2日〜 3日　東京青少年総合センター	
参加者：廣田裕

◇日本連盟主催トレーナー研究集会	
平成 19 年 2月1日　東京都	
参加者：廣田裕、野上健治	
平成 19 年 2月17〜 18日	
愛媛県松山にぎたつ会館	
参加者：岡本耕治、木多琢二、金光和道、大
林誠、西山勝正、豊田瑞穂、安東利香、西
本洋一

◇トレーニングチーム定例集会	
平成 18 年 4月11日、5月9日、6月13日、7
月11日、9月9〜 10日、10月10日、11月14日、
12月17日、平成 19 年 1月16日、3月13日

平成 19年度
◇募集セミナー	
6月12日　岡山市青年の家	
講師：菊地康介　参加者：28 名

◇全国県連盟コミッショナー会議	
5月25日　東京青少年センター　岡本耕治	
10月20〜 21日　東京青少年センター　岡本
耕治	
平成 20 年 1月19日〜 20日　東京青少年セン
ター　岡本耕治
◇ブロック県連盟コミッショナー会議	
7月7日　岡山青年館	
参加者：岡本耕治、脇本富治

◇地区コミッショナー会議	
平成 19 年 8月29日、10月17日、12月5日、
平成 20 年 3月19日

◇企画調整会議	
平成 19 年 6月6日、8月24日、12月5日	
平成 20 年 3月19日
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その他研修等

◇日本連盟主催トレーナー研究集会	
平成 20 年 2月8〜 9日　香川県	
参加者：岡本耕治、金光和道、木多琢二、安
東利香、増田誠二、大野吉造	
平成 20 年 2月17日　兵庫県　	
参加者：廣田裕	
平成 20 年 2月24日　東京都　	
参加者：野上健治

◇トレーニングチーム定例集会	
平成 19 年 5月8日、6月12日、7月10日、8
月21日、9月11日、10月16日、11月13日、
12月11日、平成 20 年 2月17日、3月11日

平成 20年度
◇特別な配慮を必要とする青少年との活動を促進す
るセミナー	
6月29日　神戸市民福祉交流センター	
参加者：近藤利行、真黒由樹

◇全国県連盟コミッショナー会議	
5月25日　神戸市　岡本耕治県コミ	
10月18日〜 19日　東京　岡本耕治	
平成 21 年 1月17〜 18日　東京　岡本耕治

◇ブロック県連盟コミッショナー会議	
4月6日　岡山青年館	
参加者：岡本耕治、脇本富治、今田惇治

◇地区コミッショナー会議	
平成 20 年 10月25日、12月3日	
平成 21 年 3月18日

◇企画調整会議	
平成 20 年 6月4日、8月20日、11月26日	
平成 21 年 2月18日

◇日本連盟主催トレーナー研究集会	
平成 21 年 2月7日〜 8日　岡山県青年会館	
参加者：廣田裕、岡本耕治、金光和道、木多
琢二、大林誠、安東利香、石井照彦、増田
誠二	
平成 21 年 2月15日　東京	
参加者：野上健治

◇トレーニングチーム定例集会	
平成20年4月12日〜13日、5月13日、6月10日、

7月8日、8月12日、9月9日、10月14日、11
月11日、12月9日	
平成 21 年 1月13日、2月10日、3月10日

平成 21年度
◇発達障がいのある青少年を支援する指導者のた
めの講習会	
9月27日　岡山市東山公民館	
講師：森脇賢司（日本連盟）角山肇（広島連盟）	
参加者 54 名

◇募集セミナー	
6月7日　岡山市東山公民館	
講師：越森誠（千葉連盟）　参加者：28 名	
8月16日　岡山市津高公民館	
講師：久徳美和子（愛媛県連）	
参加者：22 名

◇全国県連盟コミッショナー会議	
10月17日〜 18日　朝霧野外活動センター	
参加者：岡本耕治	
平成22年1月16日〜17日	青少年総合センター　
参加者：岡本耕治

◇ブロック県連盟コミッショナー会議	
4月11日　岡山青年館	
参加者：岡本耕治、脇本富治、石井照彦、横
山卓生

◇地区コミッショナー会議	
平成 21 年 8月26日、12月2日	
平成 22 年 3月17日

◇企画調整会議	
平成 21 年 6月3日、8月19日、10月7日、11
月25日、平成 22 年 3月10日
◇名誉会議	
平成 21 年 9月3日、平成 22 年 2月11日

◇日本連盟主催トレーナー研究集会	
平成 22 年 2月6日〜 7日　広島県	
参加者：廣田裕、岡本耕治、金光和道、木多
琢二、大林誠、安東利香、野上健治

◇トレーナー定例集会	
平成 21 年 4月21日、5月12日、6月13日、7
月2日、8月11日、9月8日、12月8日	

平成 22 年 1月12日、2月6日〜 7日

平成 22年度
◇自然体験活動指導者講習会	
3月5日　岡山市津高公民館	
講師：田中耕二（県教育庁生涯学習課）	
参加者：31 名

◇全国県連盟コミッショナー会議	
10月16日〜 17日	
オリンピック記念青少年総合センター　岡本耕治	
平成 23 年 1月15日〜 16日	
オリンピック記念青少年総合センター　安東利香
◇ブロック県連盟コミッショナー会議	
4月3日〜 4日　松山市　岡本耕治

◇地区コミッショナー会議	
平成 22 年 9月6日10月18日12月6日	
平成 23 年 3月22日

◇企画調整会議	
平成 22 年 6月2日、7月25日、8月25日、9
月27日、11月29日、平成 23 年 2月21日
◇名誉会議	
平成 23 年 2月11日

◇日本連盟主催トレーナー研究集会	
平成 23 年 2月5日〜 6日　山口県	
参加者：廣田裕、岡本耕治、金光和道、木多
琢二、安東利香

◇トレーナー定例集会	
平成 22 年 4月13日、5月11日、6月8日、7
月20日、8月17日、9月14日、10月12日、
11月9日、12月14日	
平成 23 年 1月11日、2月8日、3月8日

◇ビーバータスクチーム集会	
11月19日（岡山市東山公民館）9名	
12月23日（西大寺第 5団本部）7名	
平成 23 年	
1月23日（岡山市津高公民館）5名	
2月27日（岡山市上道公民館）5名	
3月26日（岡山市東山公民館）6名

平成 21 年 9月27日　発達障がいのある青少年を支援する指導者のための講習会　講師：森脇賢司（日本連盟）角山肇（広島連盟）
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WoodBadge

その他研修等

平成 25 年 9月22日　募集セミナー（奥島理事長講演）

平成 23年度
◇自然体験活動指導者講習会	
5月4日　金光教聖ヶ丘キャンプ場	
講師：田中耕二（県教育庁生涯学習課）	
参加者 12 名

◇募集担当者研修会	
6月5日　岡山市津高公民館	
講師：中澤梧郎（島根連盟）参加者 15 名

◇学生ボランティア養成講座	
　7月10日　県生涯学習センター	
　講師：横山卓生

◇全国県連盟コミッショナー会議	
9月17日〜 19日　青少年総合センター	
参加者：岡本耕治	
平成 24 年 1月14日〜 15日	
青少年総合センター　木多琢二

◇ブロック県連盟コミッショナー会議	
4月9日〜 10日　高松市　岡本耕治

◇日本連盟主催トレーナー研究集会	
平成 24 年 2月4日〜 5日　愛媛県松山市	
参加者：廣田裕、木多琢二、廣田利香

◇トレーナー定例集会	
平成 23 年 4月12日、5月12日、6月13日、7
月12日、9月13日、10月11日、11月10日、
12月8日、平成 24 年 2月9日、3月13日

平成 24年度
◇募集セミナー	
6月3日　岡山市津高公民館	
	講師：村田禎章　参加者：36 名

◇ブロック県連盟コミッショナー会議	
4月14日〜 15日　広島県呉市	
参加者：岡本耕治

◇全国県連盟コミッショナー会議	
4月27日　オリンピック記念青少年総合センター	
参加者：廣田裕

◇全国県連盟コミッショナー会議	
10月13〜 14日　山口県セミナーハウス	
参加者：廣田裕

◇全国県連盟コミッショナー会議	

平成 25 年 1月19〜 20日　オリンピック記念青
少年総合センター	
参加者：廣田裕

◇県連盟代表者会議	
4月27日　オリンピック記念青少年総合センター	
参加者：今田惇治・岡本耕治

◇安全セミナー	
7月7日　西大寺キリスト教会　参加者：20 名	
平成 25 年 1月27日　岡山市津高公民館	
参加者：6名

◇カブタスクチーム集会	
津高公民館：1月27日、2月25日、3月29日、
4月15日、6月9日、7月21日、9月9日、12
月8日	
岡山市立少年自然の家：10月27日〜 28日	
参加者：廣田利香、岡崎高広、宮本奈緒子、
深井広美、広瀬周子、宮地正人

平成 25年度
◇安全セミナー	
4月20日　西大寺キリスト教会　参加者：1名	
7月7日　岡山市津高公民館　参加者：6名	
平成 26 年 1月25日　岡山市福田公民館

◇課題研修会	
7月11日　岡山市津高公民館　参加者：8名	
9月14日　金光教本部境内休憩所

◇全国県連盟コミッショナー会議	
10月19〜 20日　オリンピック記念青少年総合セ
ンター	
参加者：廣田裕

◇募集セミナー（奥島理事長講演）	
9月19〜 22日　倉敷芸文館	

平成 26年度
◇安全セミナー	
7月6日　岡山市津高公民館　参加者：10 名	
平成 27 年 1月25日　岡山市津高公民館

◇特別講演	
11月1日〜 3日　国立吉備青少年自然の家	
講師：村田禎章	

演題「このままで良いのかボーイスカウト」
◇全国県連盟コミッショナー会議
	 5月25日　和歌山県	
参加者：廣田裕

◇課題研修研究会
	 2月19日　岡山市立津高公民館
◇トレーナー定例集会	
平成 26 年 4月8日、5月13日、6月13日、7
月13日、9月10日、10月8日、11月11日、
12月9日、　平成 27 年 1月21日、2月10日、
3月10日

◇セミナー「スロヴェニアを知ろう」
	 3月7日　岡山国際交流センター
	 講師：スロヴェニア大使館員	神足りえ
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平成 23 年 5月4日　自然体験活動指導者講習会

平成 27 年 3月7日　セミナー「スロヴェニアを知ろう」

平成 26 年 7月6日　安全セミナー（岡山市津高公民館）

平成 25 年 1月25日　安全セミナー（岡山市福田公民館）

平成 24 年 6月3日　募集セミナー（講師：村田禎章）

その他研修等
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◇平成 19 年 10月28日　国立吉備青少年自然の家	
参加者 52 名

◇平成 20 年 11月29日　岡山市少年自然の家	
参加者 47 名

◇平成 21 年 10月25日　国立吉備青少年自然の家	
参加者 50 名

◇平成 22 年 10月24日　国立吉備青少年自然の家	
参加者 52 名

◇平成 23 年 10月30日　国立吉備青少年自然の家	
参加者 59 名

◇平成 24 年 10月28日　岡山市少年自然の家	
参加者 60 名

◇平成 25 年 10月20日　国立吉備青少年自然の家	
参加者 54 名

◇平成 26 年 10月26日　国立吉備青少年自然の家	
参加者 39 名

スカウト技能向上研究会
WoodBadge
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スカウト技能向上研究会

平成 26 年 10月26日　スカウト技能向上研究会

平成 22 年 10月24日　スカウト技能向上研究会&ラウンドテール

平成 21 年 10月25日　スカウト技能向上研究会

平成 20 年 11月29日　スカウト技能向上研究会

平成 24 年 10月28日　スカウト技能向上研究会

平成 25 年 10月20日　スカウト技能向上研究会

平成 23 年 10月30日　スカウト技能向上研究会&ラウンドテーブル
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☆感謝盾
	 平成 26 年度	 金光	平輝（日本連盟特別顧問）
☆ボーイスカウト振興国会議員連盟表彰
	 平成 25 年度	 星山正一（西大寺第 5団	団委員長）
☆褒状
	 平成 25 年度	 濱崎繁子（倉敷第 14 団カブスカウト隊長）
	 	 藤原知己（西大寺第 5団ビーバースカウト隊長）

☆特別感謝章
	 平成 16 年度	 金光平輝（日本連盟顧問）
☆日本連盟感謝章
	 平成 16 年度	 松田	堯（岡山連盟維持財団理事長）
☆日本連盟感謝状
	 平成 21 年度	 平井ビル株式会社
	 平成 22 年度	 石井集治（日本連盟維持会員として多額な厚志）
	 平成 23 年度	 西大寺第1	団育成会（日本連盟維持会員として多額な厚志）
	 平成 26 年度	 山田	貞秀（県連盟名誉会議議員・岡山第 17 団副団委員長）
	 	 平井ビル株式会社（高梁第 1団育成会員）
☆日本連盟人命救助章
	 平成 19 年度	 富岡慎也（西大寺第 1	団）
☆日本連盟公共奉仕授
	 平成 15 年度　ボーイスカウト浅口第１団カブ隊
	 平成 19 年度	 浅口第 1	団ボーイスカウト隊
	 平成 20 年度	 西大寺第 1	団ビーバースカウト隊
	 	 西大寺第 1	団カブスカウト隊
	 	 西大寺第 1	団ボーイスカウト隊

☆日本連盟功労賞【たか章】
	 平成 15 年度　岡本耕治（岡山連盟県副コミッショナー）
	 平成 16 年度　石井正弘（岡山連盟連盟長）
	 	 岩尾真平（岡山連盟副理事長）
	 平成 18 年度	 金光榮理雄（県連盟理事長）	
	 	 西山勝正（県連盟副コミッショナー）
	 平成 19 年度	 小林亙（岡山連盟維持財団監事）
	 平成 20 年度	 今田惇治（岡山連盟事務局長）
	 平成 21 年度	 山田賓雄（岡山連盟理事）
	 平成 23 年度	 渡辺真道（岡山連盟理事）
	 平成 24 年度	 岡本猛（岡山連盟名誉会議議員）
	 	 金光善行（岡山連盟理事）

☆日本連盟功労賞【かっこう章】
	 平成 15 年度　難波　博（岡山連盟理事）
	 平成 16 年度	 神原彰敬（倉敷第 14 団	団委員長）
	 	 光本生郎（岡山連盟名誉会議議員）

	 平成 17 年度	 茅原隆之（第 3	地区指導者養成委員長）
	 	 脇本富治（第 1	地区コミッショナー）
	 	 永岡健三（県連盟名誉会議議員）
	 平成 18 年度	 海老原誠二（県連盟名誉会議議員）	
	 	 杉本興一（第 2	地区コミッショナー）
	 平成 19 年度	 吉永啓介（岡山連盟監事）
	 平成 20 年度	 稲田朋行（岡山連盟第 2	地区副協議会長）
	 	 木多琢二（岡山連盟第 4	地区事務長）
	 平成 21 年度	 萱岡正義（岡山連盟第 2	地区協議会長）
	 平成 22 年度	 石井照彦（岡山連盟第 2	地区コミッショナー）
	 平成 23 年度	 森定信吉（岡山連盟第 2	地区副コミッショナー）
	 平成 24 年度	 横山卓生（岡山連盟理事）
	 平成 25 年度	 坪井喜久太（岡山連盟理事・都窪第 2団団委員）
	 平成 26 年度　塩飽	孝昭（県連盟理事・浅口第２団団委員長）

☆維持会費協力依頼額達成県連盟表彰
	 平成 19〜 25 年度　岡山連盟

☆組織拡充日本連盟表彰
◎所属ビーバースカウト隊設置数（目標達成）
	 （設置数 85％以上で隊数の維持増加達成）
	 平成 20 年度	 岡山連盟
	 平成 21 年度	 岡山連盟
	 平成 23 年度	 岡山連盟
	 平成 24 年度	 岡山連盟
	 平成 25 年度	 岡山連盟
◎健全な団運営を目指し過去 3年間にわたって
	 「団の登録者を継続して維持した優良な団」
	 （スカウト65 人、指導者 25 人　合計 90 人以上）
	 平成 19 年度　岡山第 17 団、西大寺第 5団
	 平成 20 年度　西大寺第 5団、倉敷第 16 団
	 平成 21 年度　西大寺第 5団
	 平成 22 年度　西大寺第 5団
	 平成 23 年度　西大寺第 5団
	 平成 24 年度　西大寺第 5団
	 平成 25 年度　西大寺第 5団

☆団 50年章
平成 14 年度	 玉野第 1団
平成 22 年度	 津山第 1団
平成 24 年度	 浅口第 2団
平成 25 年度	 新見第 1団

感謝
スカウターの日本連盟表彰・岡山連盟表彰ほかTh

an
kf

ul

【たか章】 【かっこう章】

日本連盟表彰

敬称略
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平成 25 年 12月14日　祝賀会：倉敷日航ホテル

平成 23 年 12月17日　祝賀会：ラ・ヴィール岡山

平成 26 年 5月28日　中村賞授賞式：天神山文化プラザ

平成 22 年 12月18日　祝賀会：ラ・ヴィール岡山

☆山陽新聞桃太郎賞
	 第 17 回	 平成 5年	 新見第一団
	 第 19 回	 平成 7年	 玉野第一団
	 第 20 回	 平成 8年	 真庭第三団
	 第 22 回	 平成 10 年	 都窪第 2団
	 第 23 回	 平成 11 年	 倉敷第 14 団（水島ボーイスカウト）
	 第 24 回	 平成 12 年	 津山第 1団
	 第 25 回	 平成 13 年	 岡山第 24 団
	 第 26 回	 平成 14 年	 岡山・浅口第 3団
	 第 27 回	 平成 15 年	 岡山第 26 団
	 第 28 回	 平成 16 年	 浅口第 2団
	 第 29 回　平成 17 年	 西大寺第 5団
	 第 30 回　平成 18 年	 児島第 1団

☆日日新聞賞（青少年育成の部）
	 平成 17 年 11月11日　岡山第 4団　岡本耕治
	 平成 19 年 11月16日　岡山第 4団　高崎式子

☆中村賞　岡山県青少年県民会議主催　於	天神山文化プラザ
	 （県下の青少年健全育成について模範となる個人や団体を顕彰する賞）
	 第6回（S62）	 青少年団体の部	 浅口第1団（金光国勢）
	 第13回（H6）	 青少年団体の部	 西大寺第4団（大森寿夫）
	 第14回（H7）	 青少年団体の部	 西大寺第1団（小林亘）
	 	 青少年団体の部	 岡山第4団（岡本耕治）
	 第19回（H12）	青少年団体の部	 津山第1団（真屋猪一郎）
	 第23回（H16）	青少年指導者の部	 金光和道	
	 第24回（H17）	青少年指導者の部	 岡崎允	
	 第25回（H18）	青少年指導者の部	 河本修	
	 第26回（H19）	青少年指導者の部	 山田貞秀	
	 第27回（H20）	青少年指導者の部	 難波博	
	 第28回（H21）	青少年指導者の部	 今田敦治	
	 第29回（H22）	青少年指導者の部	 吉永啓介	
	 第30回（H23）	青少年指導者の部	 脇本富治	
	 第31回（H24）	青少年団体の部	 新見第1団（小野誠）
	 	 青少年指導者の部	 海老原誠二
	 第32回（H25）	青少年団体の部	 玉野第1団（平井俊行）
	 	 青少年指導者の部	 西山勝正	
	 第33回（H26）	青少年指導者の部	 金光清治	
	 	 青少年団体の部	 都窪第2団（小林康晴）

一般表彰

☆日本生命財団助成金授与　岡山県立図書館
	 昭和 56 年	 日本ボーイスカウト岡山連盟
	 昭和 63 年	 わかばスカウト団（総社第 3団）
	 平成 5年	 日本ボーイスカウト岡山第 26 団
	 平成 6年	 日本ボーイスカウト岡山第 17 団
	 平成 13 年	 日本ボーイスカウト津山第 1団
	 平成 18 年	 日本ボーイスカウト玉野第 1団
	 平成 19 年	 日本ボーイスカウト西大寺第 5団
	 平成 20 年	 日本ボーイスカウト倉敷第 16 団
	 平成 21 年	 日本ボーイスカウト岡山第 26 団
	 平成 22 年	 日本ボーイスカウト岡山第 23 団
	 平成 23 年	 日本ボーイスカウト都窪第 2団
	 平成 24 年	 日本ボーイスカウト岡山第 4団
	 平成 25 年	 日本ボーイスカウト西大寺第 1団
	 平成 26 年	 日本ボーイスカウト津山第 1団
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Thankful
日本連盟表彰

平成15年度
○ 5年綬
	 岡山第 23 団ベンチャー隊	
浅口第 1団ベンチャー隊	
高梁第 1団ベンチャー隊

○ 10 年綬
	 岡山第 23 団ビーバー隊	
岡山第 26 団ベンチャー隊	
倉敷第 15 団ビーバー隊	
津山第 1団ビーバー隊

○ 15 年綬
	 都窪第 2団ビーバー隊	
倉敷第 14 団ベンチャー隊

○ 20 年綬
	 倉敷第 14 団カブ隊	
児島第 2団ローバー隊	
真庭第 3団カブ隊

○ 25 年綬（2ヶ隊）
	 倉敷第 15 団カブ隊・ボーイ隊
○ 30 年綬（4ヶ隊）
	 児島第 2団カブ隊・ベンチャー隊
	 津山第 1団ローバー隊	
新見第 1団カブ隊

○ 35 年綬（3ヶ隊）
	 岡山第 17 団カブ隊	
西大寺第 4団カブ隊

	 津山第 1団ベンチャー隊
○ 40 年綬（2ヶ隊）
	 津山第 1団カブ隊	
新見第 1団ボーイ隊

○ 50 年綬（1ヶ隊）
	 浅口第 1団カブ隊
○ 55 年綬（1ヶ隊）
	 西大寺第 1団ボーイ隊

平成 16年度
○ 10 年綬
	 浅口第 3団ビーバー隊
○ 15 年綬
	 岡山第 4団ベンチャー隊
○ 20 年綬
	 倉敷第 16 団ベンチャー隊
○ 25 年綬
	 西大寺第 4団ローバー隊	
総社第 3団ボーイ隊

○ 30 年綬
	 赤磐第 2団ローバー隊	
都窪第 2団カブ隊

○ 35 年綬
	 岡山第 17 団ボーイ隊
○ 55 年綬
	 岡山第 4団ボーイ隊	
児島第 1団ボーイ隊

平成 17年度
○ 5年綬
	 岡山第 23 団カブ隊	

西大寺第 1団ローバー隊	
西大寺第 5団ローバー隊	
倉敷第 14 団ローバー隊	
総社第 3団ローバー隊	
高梁第 1団カブ隊	
新見第 1団ローバー隊

○ 10 年綬	
真庭第 3団ベンチャー隊

○ 15 年綬	
新見第 1団ビーバー隊

○ 20 年綬	
岡山第 4団ビーバー隊	
岡山第 17 団ビーバー隊	
岡山第 26 団ビーバー隊・カブ隊	
西大寺第 1団ビーバー隊	
倉敷第 14 団ビーバー隊	
倉敷第 16 団ビーバー隊	
総社第 3団ビーバー隊	
玉野第 1団ビーバー隊	
浅口第 1団ビーバー隊	
浅口第 2団ビーバー隊

○ 25 年綬	
岡山第 4団ベンチャー隊	
倉敷第 16 団カブ隊・ボーイ隊	
新見第 1団ベンチャー隊

○ 30 年綬	
赤磐第 2団ベンチャー隊

○ 35 年綬	
赤磐第 2団カブ隊

○ 40 年綬	
都窪第 2団ボーイ隊

○ 45 年綬	
津山第 1団ボーイ隊

平成 18年度
○ 15 年綬	
総社第 3団ベンチャー隊

○ 20 年綬	
岡山第 24 団ビーバー隊	
浅口第 2団カブ隊

○ 25 年綬	
岡山第 17 団ベンチャー隊	
倉敷第 14 団ボーイ隊

○ 30 年綬	
岡山第 24 団カブ隊	
総社第 3団カブ隊

○ 40 年綬	
児島第 1団カブ隊

○ 45 年綬	
西大寺第 4団ボーイ隊

平成 19年度
○ 5年綬	
都窪第 2団ローバー隊	
玉島第 5団ビーバー隊・カブ隊

○ 10 年綬	
岡山第 26 団ローバー隊	

西大寺第 5団ベンチャー隊	
浅口第 3団ベンチャー隊

○ 15 年綬	
西大寺第 5団ボーイ隊

○ 20 年綬	
岡山第 26 団ボーイ隊	
西大寺第 5団ビーバー隊・カブ隊

○ 25 年綬	
岡山第 17 団ローバー隊

○ 35 年綬	
玉野第 1団カブ隊	
真庭第 3団ボーイ隊

○ 40 年授	
岡山第 4団カブ隊	
赤磐第 2団ボーイ隊	
西大寺第 1団カブ隊	
浅口第 3団ボーイ隊	
高梁第 1団ボーイ隊

○ 45 年授	
玉野第 1団ベンチャー隊	
浅口第 2団ボーイ隊

○ 55 年授	
玉野第 1団ボーイ隊

平成 20年度
○ 5年綬	
玉島第 5団ボーイ隊

○ 10 年綬	
浅口第 1団ベンチャー隊	
高梁第 1団ベンチャー隊

○ 15 年綬	
岡山第 26 団ベンチャー隊	
津山第 1団ビーバー隊

○ 20 年綬	
都窪第 2団ビーバー隊	
倉敷第 14 団ベンチャー隊

○ 25 年綬
	 倉敷第 14 団カブ隊	
真庭第 3団カブ隊

○ 35 年綬
	 津山第 1団ローバー隊	
新見第 1団カブ隊

○ 40 年授
	 岡山第 17 団カブ隊	
津山第 1団ベンチャー隊

○ 45 年授
	 津山第 1団カブ隊	
新見第 1団ボーイ隊

○ 55 年授
	 浅口第 1団カブ隊
○ 60 年綬
	 西大寺第 1団ボーイ隊	
浅口第 1団ボーイ隊

☆隊褒彰綬
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日本連盟表彰

平成21年度
○ 5年綬	
児島第 1団ビーバー隊・ベンチャー隊

○ 10 年綬	
高梁第 1団ビーバー隊

○ 15 年綬	
西大寺第 1団ベンチャー隊

○ 20 年綬	
岡山第 4団ベンチャー隊

○ 25 年綬	
倉敷第 16 団ベンチャー隊

○ 30 年綬	
総社第 3団ボーイ隊

○ 35 年授	
赤磐第 2団ローバー隊	
都窪第 2団カブ隊

○ 40 年授	
岡山第 17 団ボーイ隊

○ 60 年授	
岡山第 4団ボーイ隊	
児島第 1団ボーイ隊

平成 22年度
○ 10 年綬	
岡山第 23 団カブ隊	
西大寺第 1団ローバー隊	
倉敷第 14 団ローバー隊	
高梁第 1団カブ隊	
新見第 1団ローバー隊

○ 15 年綬	
浅口第 3団ビーバー隊	
真庭第 3団ベンチャー隊

○ 20 年綬	
新見第 1団ビーバー隊

○ 25 年綬	
岡山第 4団ビーバー隊	
岡山第 17 団ビーバー隊	
岡山第 26 団ビーバー隊・カブ隊	
西大寺第 1団ビーバー隊	
倉敷第 14 団ビーバー隊	
倉敷第 16 団ビーバー隊	
玉野第 1団ビーバー隊	
浅口第 1団ビーバー隊	
浅口第 2団ビーバー隊

○ 30 年綬	
倉敷第 16 団カブ隊・ボーイ隊	
新見第 1団ベンチャー隊

○ 35 年綬	
赤磐第 2団ベンチャー隊

○ 45 年綬	
都窪第 2団ボーイ隊

○ 50 年綬	
津山第 1団ボーイ隊	

平成 23年度
○ 15 年綬	
浅口第 2団ベンチャー隊

○ 20 年綬	
岡山第 4団ローバー隊	
総社第 3団ベンチャー隊

○ 25 年綬	
浅口第 2団カブ隊

○ 30 年綬	
岡山第 17 団ベンチャー隊	
倉敷第 14 団ボーイ隊

○ 35 年綬	
総社第 3団カブ隊

○ 45 年綬	
児島第 1団カブ隊

平成 24年度
○ 10 年綬	
都窪第 2団ローバー隊	
玉島第 5団ビーバー隊・カブ隊

○ 15 年綬	
西大寺第 5団ベンチャー隊	
浅口第 3団ベンチャー隊

○ 20 年綬	
西大寺第 5団ボーイ隊

○ 25 年綬	
岡山第 26 団ボーイ隊	
西大寺第 5団ビーバー隊・カブ隊

○ 30 年綬	
岡山第 17 団ローバー隊

○ 40 年綬	
玉野第 1団カブ隊	
真庭第 3団ボーイ隊

○ 45 年綬	
岡山第 4団カブ隊	
赤磐第 2団ボーイ隊	
西大寺第 1団カブ隊	
浅口第 3団ボーイ隊	
高梁第 1団ボーイ隊

○ 50 年綬	
玉野第 1団ベンチャー隊	
浅口第 2団ボーイ隊

○ 60 年綬	
玉野第 1団ボーイ隊

○ 65 年綬	
浅口第 1団ボーイ隊

平成 25年度
◎ 10 年綬	
玉島第 5団ボーイ隊

◎ 15 年綬	
高梁第 1団ベンチャー隊

◎ 20 年綬	
岡山第 23 団ビーバー隊	
津山第 1団ビーバー隊

◎ 25 年綬	
都窪第 2団ビーバー隊	
倉敷第 14 団ベンチャー隊

◎ 30 年綬	
真庭第 3団カブ隊	
倉敷第 14 団カブ隊

◎	40 年綬	
津山第 1団ローバー隊	
新見第 1団カブ隊

◎ 45 年綬	
岡山第 17 団カブ隊	
津山第 1団ベンチャー隊

◎ 50 年綬	
津山第 1団カブ隊	
新見第 1団ボーイ隊

◎ 60 年綬	
浅口第 1団カブ隊

◎ 65 年綬	
西大寺第 1団ボーイ隊

平成 26年度
◎ 10 年綬
	 児島第	1	団	ビーバー隊・ベンチャー隊
◎ 15 年綬
	 高梁第	1	団	ビーバー隊
◎ 20 年綬
	 西大寺第	1	団ベンチャー隊	
浅口第	3	団ビーバー隊

◎ 25 年綬
	 岡山第	4	団ベンチャー隊
◎ 30 年綬
	 倉敷第	16	団ベンチャー隊
◎ 35 年綬
	 総社第	3	団ボーイ隊
◎	40 年綬
	 赤磐第	2	団ローバー隊	
都窪第	2	団カブ隊

◎ 45 年綬
	 岡山第	17	団ボーイ隊
◎ 65 年綬
	 岡山第	4	団ボーイ隊	
児島第	1	団ボーイ隊

☆隊褒彰綬
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平成 15年度
○ 5年章（25 名）　	
菅波克広（岡山第 4団）高崎式子（岡山第
17 団）久常愛子（岡山第 17 団）竹並潤（岡
山第 17 団）那須里美（岡山第 24 団）松本
慎平（岡山第 24 団）猪原一道（岡山第 24 団）
高山敏之（西大寺第 1団）奥田睦子（西大
寺第 1団）渡部妙子（西大寺第 1団）松井
清宏（西大寺第 1団）難波克行（都窪第 2団）
見村三吉（都窪第2団）豊島直美（都窪第2団）
穂積久史（倉敷第 14 団）渡辺活史（倉敷第
14 団）野嶋直美（倉敷第 16 団）今井富貴（倉
敷第 16 団）渡辺三郎（倉敷第 16 団）間野
千恵（倉敷第16団）間野崇（倉敷第16団）佐々
木護（倉敷第 16 団）雪上真理子（玉野第 1団）
小林敏明（津山第1団）木多依子（津山第1団）

○ 10 年章（6名）　	
笠石卓夫（岡山第4団）高橋洋三（岡山第4団）
伊藤伸一（岡山第 24 団）平岡直樹（岡山第
24 団）岩井仁志（岡山第 24 団）佐野薫（倉
敷第 16 団）

○ 15 年章（5名）	
菅野浩司（岡山第 17 団）塩田淳一（岡山第
17 団）河野京子（岡山第 24 団）石原俊弘（岡
山第 24 団）執行洋司（倉敷第 15 団）

○ 20 年章（8名）	
末吉勝利（岡山第24団）難波博（倉敷第16団）
武政三郎（倉敷第 16 団）堀田忠弘（倉敷第
16 団）杉本興一（倉敷第 16 団）高橋浩一（玉
野第 1団）相浦和雄（玉野第 1団）藤原隆
司郎（玉野第 1団）

平成 16年度
○ 5年章（3名）	
川上欣吾（西大寺第 1団）山田裕昭（倉敷
第 15 団）金光清治（浅口第 1団）

○ 10 年章（3名）	
高崎式子（岡山第 17 団）波多野正志（岡山
第 24 団）難波照子（倉敷第 15 団）

○ 15 年章（2名）	
石井照彦（児島第1団）片山健一（児島第2団）

○ 20 年章（5名）	
篠森久芳（倉敷第15団）内藤浩（倉敷第15団）
宮崎照子（倉敷第 15 団）難波正行（児島第
2団）下浦政昭（児島第 2団）

平成 17年度
○ 5年章	
植中和彦（岡山第 4団）野上健治（岡山第 4
団）田坂和行（岡山第 17 団）前平方子（岡
山第 17 団）中村謙治（岡山第 17 団）河本潤
（西大寺第 1団）柴田智文（西大寺第 5団）
後藤玲子（西大寺第 5団）稲葉暁美（西大
寺第5団）平川江美（西大寺第5団）原裕昭（西
大寺第 5団）原みはる（西大寺第 5団）堂本
満夫（都窪第 2団）岡本浩明（都窪第 2団）
犬飼真澄（都窪第 2団）藤原さとみ（玉野第
1団）薬師寺正志（総社第 3団）古澤太一朗（浅
口第 1団）古沢紀子（浅口第 1団）山下裕樹

（浅口第 2団）井上徹（浅口第 2団）
○ 10 年章	
山田知治（岡山第 17 団）星山英子（西大寺
第 5団）山下陽子（浅口第 2団）

○ 15 年章	
近藤利行（岡山第 4団）横山卓生（西大寺
第 1団）竹本仁志（西大寺第 1団）森本英利
（西大寺第 5団）平川俊光（西大寺第 5団）
吉永啓次（西大寺第 5団）岡浩子（西大寺
第 5団）森定信吉（総社第 3団）瀬良田誠（浅
口第 2団）柚木寿仁（浅口第 2団）

○ 20 年章	
菅野浩治（岡山第 17 団）平田和夫（総社第
3団）入谷良子（総社第 3団）角田始男（総
社第 3団）

平成 18年度
○ 5年章	
中村明子（岡山第 17）吉井保夫（岡山第 17
団）安東利香（岡山第 24 団）沼本省治（都
窪第 2団）吉田剛（都窪第 2団）石井宣子（倉
敷第 14 団）高田和徳（倉敷第 14 団）浜崎
哲哉（倉敷第 14 団）大塚公一（玉野第 1団）:
犬塚ゆう子（玉野第 1団）

○ 10 年章	
横見重人（都窪第 2団）見村三吉（都窪第
2団）横山真希（西大寺第 1団）中元寺澄恵
（倉敷第 16 団）宮下紀子（玉野第 1団）藤
原さとみ（玉野第 1団）

○ 15 年章	
吉永啓介（岡山第 4団）高原武彦（岡山第
17 団）穂積起代美（倉敷第 14 団）

○ 20 年章	
田中重信（岡山第4団）山本信一（岡山第4団）
塩田淳一（岡山第 17 団）小林亙（西大寺第
1団）今田惇治（西大寺第 1団）安倉修平（西
大寺第 1団）陶山好雄（西大寺第 1団）小
山明彦（西大寺第1団）林勝正（西大寺第1団）
神原彰仁（倉敷第 14 団）吉田紀雄（倉敷第
14 団）仁熊実（倉敷第 14 団）中川弘治（倉
敷第 14 団）難波博（倉敷第 16 団）武政三
郎（倉敷第 16 団）萱岡正義（倉敷第 16 団）
秋山哲夫（玉野第 1団）白神守（玉野第 1団）
山添仁（玉野第1団）金光榮理雄（浅口第1団）
金光祺正（浅口第1団）今井重信（浅口第1団）
金光善行（浅口第 1団）立間勝（浅口第 2団）
塩飽孝昭（浅口第 2団）垣内誠治（浅口第 2
団）田中茂樹（浅口第 2団）柚木喜三恵（浅
口第 2団）

平成 19年度
○ 5年章	
井本謙次（岡山第 17 団）吉川千明（岡山第
26 団）原田明美（西大寺第 5団）船津勇（玉
野第 1団）神田美智子（浅口第 1団）八木
義人（津山第 1団）田中真治（浅口第 2団）

○ 10 年章	
竹並潤（岡山第17団）阿部暢子（岡山第26団）
堀さかえ（岡山第 26 団）岩田宏美（岡山第

26 団）永倉実（岡山第 26 団）野嶋直美（倉
敷第 16 団）間野千恵（倉敷第 16 団）岡本
直美（浅口第 3団）葉上修子（浅口第 3団）
廣田裕（津山第 1団）百本洋一（真庭第 3団）

○ 15 年章	
豊田瑞穂（岡山第 26 団）梶谷勝政（岡山第
26 団）星山正一（西大寺第 5団）松田信一（百
大寺第 5団）星山英子（西大寺第 5団）佐
野薫（倉敷第 16 団）葉上彰保（浅口第 3団）
岡本明広（浅口第3団）江原秀国（津山第1団）

○ 20 年章	
戸室敦雄（津山第1団）木多琢二（津山第1団）
岩尾真平（真庭第3団）光本生郎（真庭第3団）
安本実（真庭第 3団）

	
平成 20年度
○ 5年章	
真黒明美（岡山第 4団）徳光有子（岡山第 4
団）木村扶美（西大寺第 1団）山本孝子（西
大寺第 1団）下村由輝弥（倉敷第 14 団）村
岡洋（児島第 1団）後藤直隆（児島第 1団）
井上啓美（浅口第 2団）

○ 10 年章	
植中和彦（岡山第 4団）松井清宏（西大寺
第1団）渡部妙子（西大寺第1団）奥田睦子（西
大寺第 1団）浜崎繁子（倉敷第 14 団）穂積
久史（倉敷第 14 団）渡辺活史（倉敷第 14 団）
平田耕一（総社第 3団）薬師寺正志（総社
第3団）金光清治（浅口第1団）山本真佐機（浅
口第 2団）井上徹（浅口第 2団）山下裕樹（浅
口第 2団）

○ 15 年章	
笠石卓夫（岡山第4団）宮地章三（岡山第4団）
阿地康弘（岡山第 4団）高崎式子（岡山第
17 団）山口生一（岡山第 26 団）三木洋一（岡
山第 26 団）虫明英雄（西大寺第 5団）高田
康夫（倉敷第 14 団）松田秀叡（倉敷第 14 団）
片山健一（児島第1団）森原信行（浅口第2団）

○ 20 年章	
近藤利行（岡山第 4団）豊田瑞穂（岡山第
26 団）松田信一（西大寺第 5団）森本英利（西
大寺第 5団）平川俊光（西大寺第 5団）岡
浩子（西大寺第 5団）赤江弘之（西大寺第
5団）星山正一（西大寺第 5団）稲田朋行（児
島第1団）芝池哲郎（児島第1団）下浦政昭（児
島第 1団）西中学（児島第 1団）石井照彦（児
島第 1団）森定信吉（総社第 3団）原一（浅
口第 2団）影山修一（新見第 1団）

平成 21年度
○ 5年章	
真黒泰典（岡山第 4団）末永智子（岡山第 4
団）高尾朋子（岡山第 4団）松本三喜子（西
大寺第 1団）竹本祐子（西大寺第 1団）安
藤博之（西大寺第 5団）宮本奈緒子（西大
寺第 5団）星山結美（西大寺第 5団）大下
大介（西大寺第 5団）原裕一（西大寺第 5団）
石井隆（倉敷第 14 団）濱崎勇（倉敷第 14 団）
杉原貢一（倉敷第 14 団）吉田茂穂（倉敷第

Thankful
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14 団）新谷昌三（倉敷第 16団）薬師寺敬太（総
社第 3団）藤原伸一（玉野第 1団）三宅照正
（玉野第 1団）
○ 10 年章	
吉井保夫（岡山第 17 団）安東利香（岡山第
26 団）二宮雄一（西大寺第 1団）原裕昭（西
大寺第 5団）柴田智文（西大寺第 5団）平
川江美（西大寺第 5団）大下暁美（西大寺
第 5団）間野崇（倉敷第 16 団）

○ 15 年章	
川上直身（新見第 1団）

○ 20 年章	
吉永啓介（岡山第 4団）横山卓生（西大寺
第 1団）竹本仁志（西大寺第 1団）小野誠（新
見第 1団）黒田正明（新見第 1団）

平成 22年度
○ 5年章	
大磯雅之（岡山第 4団）西山奈美江（岡山
第 4団）大本公子（岡山第 17 団）中村清昭（岡
山第23団）山縣保（岡山第23団）山本俊美（岡
山第 23 団）岡本学（岡山第 23 団）同前誠（岡
山第 23 団）同前真理子（岡山第 23 団）砂
場一昭（西大寺第 1団）吉永初穂（西大寺
第 5団）西村敬憲（西大寺第 5団）高本元（浅
口第 2団）増田誠二（津山第 1団）

○ 10 年章	
野上健治（岡山第 4団）真黒泰典（岡山第 4
団）中村謙治（岡山第 17 団）吉野奈保子（岡
山第 23 団）安藤博之（西大寺第 5団）原み
はる（西大寺第 5団）後藤玲子（西大寺第 5
団）大下大介（西大寺第 5団）星山結実（西
大寺第 5団）杉原貢一（倉敷第 14 団）古澤
太一朗（浅口第 1団）小林光幸（津山第 1団）
小林敏明（津山第1団）木多依子（津山第1団）
稲垣康子（津山第1団）森岩法子（津山第1団）
普門淳（新見第 1団）橋本正純（新見第 1団）
三上元一（新見第 1団）	
○ 15 年章	
山田知治（岡山第 17 団）藤原知巳（西大寺
第 5団）

○ 20 年章	
笠石卓夫（岡山第4団）三宅一正（児島第1団）
瀬良田誠（浅口第 2団）柚木壽仁（浅口第 2
団）川上直身（新見第 1団）

平成 23年度
○ 5年章	
村上真紀（岡山第 17 団）三浦仁美（西大寺
第 1団）児山力（西大寺第 5団）片岡正継（西
大寺第 5団）尾坂浩史（西大寺第 5団）佐
野泰道（西大寺第 5団）大林誠（都窪第 2団）
東海林克彦（都窪第 2団）尾崎由典（都窪
第 2団）佐々木智規（倉敷第 14 団）加藤明
宏（倉敷第 14 団）神本哲朗（倉敷第 14 団）
岩上竜也（倉敷第 16 団）杉本晴美（総社第
3団）浜田倫匡（総社第 3団）岡本匡平（浅
口第 3団）東條美恵子（浅口第 3団）

○ 10 年章	

宮本奈緒子（西大寺第 5団）河原研二（都
窪第 2団）小林康晴（都窪第 2団）吉田剛（都
窪第 2団）岡本浩明（都窪第 2団）石井宣
子（倉敷第 14 団）高田和徳（倉敷第 14 団）
三宅照正（玉野第1団）大塚公一（玉野第1団）
大塚ゆう子（玉野第 1団）藤野真知（新見第
1団）宮岡美智枝（新見第 1団）	
○ 15 年章	
野上健治（岡山第4団）植中和彦（岡山第4団）
難波克行（都窪第2団）坪井慈朗（都窪第2団）
見村三吉（都窪第2団）横見重人（都窪第2団）
中元寺澄恵（倉敷第 16 団）宮下紀子（玉野
第 1団）藤原さとみ（玉野第 1団）岡本直実（浅
口第 3団）西本洋一（] 真庭第 3団）井関英
夫（新見第 1団）

○ 20 年章	
笛木久雄（岡山第 4団）穂積起代美（倉敷
第 14 団）佐野薫（倉敷第 16 団）難波博（倉
敷第 16 団）岡本明広（浅口第 3団）

平成 24年度
○ 5年章	
塩見浩子（岡山第 17 団）岡崎高宏（西大寺
第 5団）森宣優（都窪第 2団）篠原秀夫（都
窪第 2団）佐々木千代（倉敷第 14 団）深井
広美（倉敷第 14 団）黒瀬和宏（倉敷第 16 団）
大西俊和（倉敷第 16 団）難波真樹（児島第
1団）妹尾信明（児島第 1団）河村理恵（浅
口第 2団）垣上滋延（新見第 1団）森浩紀（新
見第 1団）森朱美（新見第 1団）

○ 10 年章	
河本潤（西大寺第 1団）原田明美（西大寺
第 5団）渡辺三郎（倉敷第 16 団）船津勇（玉
野第1団）後藤直隆（児島第1団）田中真治（浅
口第2団）田村良治（新見第1団）越智由美（新
見第 1団）田村由香里（新見第 1団）平井
清志（高梁第 1団）赤木啓子（高梁第 1団）

○ 15 年章	
濱崎繁子（倉敷第 14 団）廣田裕（津山第 1団）

○ 20 年章
星山英子（西大寺第 5団）松田秀歙（倉敷第
14 団）井関英夫（新見第 1団）

平成 25年度
◎	5 年章	
長町美波（西大寺第 5団）磯中美紀子（総
社第 3団）冨田英吾（浅口第 1団）樋口裕介
（浅口第 2団）
◎	10 年章	
木村扶美（西大寺第 1団）濱崎	勇（倉敷第
14 団）下村由輝弥（倉敷第 14 団）神田美智
子（浅口第 1団）

◎	15 年章	
松井清宏（西大寺第 1団）渡部妙子（西大
寺第 1団）奥田睦子（西大寺第 1団）渡辺
活史（倉敷第 14 団）穂積久史（倉敷第 14 団）
平田耕一（総社第 3団）薬師寺正志（総社
第 3団）井上	徹（浅口第 1団）山下裕樹（浅
口第 2団）

◎	20 年章	
福島章三（岡山第 4団）

平成 26年度
◎	5 年章
	 鍋本	光江（岡山第 4団）中野	弘一朗（岡山
第 17 団）大坪	秀一郎（岡山第 17 団）山﨑	
久美子（岡山第 26 団）柴田	沙織（西大寺
第 5団）松岡	史朗（都窪第 2団）中川	純一（倉
敷第 14 団）磯中	美紀子（総社第 3団）

◎	10 年章
	 髙尾	朋子（岡山第 4団）松本	三喜子（西大
寺第 1団）	
◎	15 年章

	 二宮	雄一（西大寺第 1団）
◎		20 年章
	 横見	重人（都窪第 2団）
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☆県連盟有功章
平成 15年度
	 廣田裕　（岡山連盟理事）
	 高崎式子　（岡山連盟県副コミッショナー）
	 菅野浩司　（岡山第 17 団カブ隊副長）
	 藤原己治　（岡山第 24 団副団委員長）
平成 16年度
	 石井照彦（第２地区副コミッショナー）
	 平田和夫（総社第３団カブ隊隊長）
	 角田始男（総社第３団ビーバー隊隊長）
	 入谷良子（総社第３団カブ隊副長）
	 堀田忠弘（第２地区プログラム副委員長）
	 中元寺澄恵（第２地区事務次長）
	 真屋猪一郎（第４地区副地区協議会長）
平成 17年度
	 岡本明広（第３地区副コミッショナー）
平成 18年度
	 神原彰仁（倉敷第 14 団団委員長）
	 高田康夫（倉敷第 14 団育成会長）
平成 19年度
	 高原武彦（岡山第 17 団ボーイ隊副長）
	 原　一（浅口第 2団団委員）
平成 20年度
	 笠石卓夫（岡山第 4団ボーイ隊隊長）
	 赤江弘之（西大寺第 5団育成会長）
	 星山正一（西大寺第 5団団委員長）
	 虫明英雄（西大寺第 5団団委員）
	 松田信一（西大寺第 5団団委員）
	 平川俊光（西大寺第 5団ビーバー隊副長）
	 岡浩子（西大寺第 5団カブ隊隊長）
	 森本英利（西大寺第 5団ボーイ隊隊長）
	 松田秀叡（倉敷第 14 団ベンチャー隊副長）
	 西本洋一（岡山連盟第 4地区コミッショナー）
平成 21年度
	 坪井喜久太（岡山連盟理事）
	 川上直身（岡山連盟理事）
	 小野誠（第 5地区副委員長）
	 黒田正明（新見第 1団副団委員長）
	 小山明彦（西大寺第 1団団委員）
	 竹本仁志（西大寺第 1団ベンチャー隊副長）
平成 22年度
	 宮地章三（岡山第 4団育成会長）
	 山田知治（第 1地区特別委員会副委員長）
	 藤原知己（西大寺第 5団ビーバー隊隊長）
	 星山英子（西大寺第 5団ビーバー隊副長）
	 葛間紘介（岡山連盟第 2地区副協議会長）
平成 23年度
	 植中和彦（岡山第 4団副団委員長）
	 野上健治（岡山第 4団ベンチャー隊副長）
	 山縣保（岡山連盟第 1地区総務委員長）
	 柴田智文（岡山連盟第 1地区副委員長）　
	 大林誠（岡山連盟第 1地区コミッショナー）
	 穂積久史（岡山連盟第 2地区副委員長）
平成 24年度
	 濱崎繁子（倉敷第 14	団カブ隊隊長）
	 藤原隆司郎（玉野第 1	団ボーイ隊隊長）
平成 25年度
	 廣田利香（県連盟副コミッショナー・県連盟指
導者養成委員）

平成 26年度
	 幡山寛念（赤磐第2団）坪井慈朗（都窪第2団）
	 二宮雄一（西大寺第 1団）薬師寺正志（総
社第 3団）

☆県連盟特別功労章
平成 20年度
	 松田堯（岡山連盟維持財団理事長）
	 小林亙（岡山連盟維持財団監事）
	 今井重信（岡山連盟名誉会議朧員）
平成 24年度
	 金光善行（岡山連盟維持財団常務理事）
	 金光榮理雄（岡山連盟維持財団理事）
	 末長範彦（岡山連盟維持財団理事）
	 岡崎彬（岡山連盟維持財団理事）
	 岡崎允（岡山連盟維持財団評議員）
	 高谷昌弘（岡山連盟維持財団評議員）
	 伊津照人（岡山連盟維持財団評議員）
	 早川照光（岡山連盟維持財団評議員）
	 山本直樹（岡山連盟維持財団評議員）
	 板野元次（岡山連盟維持財団評議員）
	 今田惇治（岡山連盟維持財団評議員）
平成 25年度
	 石井正弘（前知事・前連盟長・相談役）

☆県連盟特別有効章
平成 22年度
	 金光芳子（浅口第 1団ビーバー隊隊長）
	 柚木喜三恵（浅口第 2団ビーバー隊隊長）
平成 23年度
	 立間勝（浅口第 2団副団委員長）
平成 24年度
	 松井謙二（玉野第 1	団カブ隊副長）
平成 26年度
	 土岐	隆信（県連盟名誉会議議員）

☆県連盟感謝章
平成 19年度
	 花田冨士雄（元岡山連盟維持財団監事）
	 大森寿夫（岡山連盟維持財団理事）
	 山下知巳（岡山連盟維持財団監事）
平成 20年度
	 伊原木一衛（岡山連盟維持財団理事）
	 梶谷博則（岡山連盟維持財団理事）

☆県連盟特別感謝状
平成 24年度
	 松田堯（岡山連盟維持財団理事長）
	 伊原木一衛（岡山連盟維持財団理事）
	 梶谷博則（岡山連盟維持財団理事）
	 （故）山下知巳（岡山連盟維持財団監事）

☆県連盟感謝状
平成 15年度
	 松本　猛　（岡山連盟相談役）
	 山崎　輝久　（岡山第 24 団育成会長）
	 菅野　邦夫　（岡山連盟相談役）
	 服部　鉄吾　（岡山連盟相談役）

	 池田　忠男　（倉敷第 15 団副団委員長）
	 神原　彰敬　（倉敷第 14 団団委員長）
平成 16年度
	 小金美義
平成 17年度
	 松田　賢
平成 18年度
	 （故）坂本陞
平成 19年度
	 平賀真司（技能章考査員）
	 米田幸江（技能章考査員）
平成 20年度
	 栗坂俊朗（前都窪第 2団団委員長）
	 （故）葉上修子（前浅口第 3団団委員）
平成 21年度
	 山縣保（岡山連盟総務委員）
	 光畑俊行（岡山第 4団ローバー隊副長）
	 山陽新聞社浅口支局
	 笠岡放送株式会社
	 株式会社ケーブルネットワーク金光
	 （故）阿地康弘（岡山第 4団育成会長）
平成 22年度
	 村山知也（真庭第 3団「サツマイモ作り」に協力）
平成 23年度
	 （故）塩田淳一（岡山第 17 団の発展に貢献）
平成 24年度
	 中村謙治（岡山第 17 団カブ隊隊長）
	 河本潤（西大寺第 1団団委員）
	 太田栄子（川崎医療短期大学准教授）
平成 26年度
	 （故）大林誠（県連盟国際委員会・都窪第2団）
	 （故）西田全司（副連盟長）
	 （故）今田惇治（理事長・西大寺第 1 団団
委員長）

☆県連盟善行綬（善行章）
平成 16年度
	 西大寺第１団ビーバー隊、カブ隊、ボーイ隊
	 浅口第１団ボーイ隊
平成 17年度
	 玉野第１団ボーイ隊
平成 18年度
	 富岡慎也（西大寺第 1団）
平成 20年度
	 足羽篤（西大寺第 1団ベンチャー隊）
	 堀祐基（浅口第 1団ボーイ隊）
平成 25年度
	 岡山第 4団
	 　ビーバー、カブ、ボーイ、ベンチャー隊
	 岡山第 17 団
	 　ビーバー、カブ、ボーイ、ベンチャー隊
	 津山第 1団
	 　ビーバー、カブ、ボーイ、ベンチャー隊
	 都窪第 2団　ビーバー隊

岡山連盟表彰
Thankful
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岡山連盟表彰

☆スカウト顕彰
平成 26年度
	 岡谷実冶子（倉敷第 14 団）

☆永年奉仕者章
平成 17年度
	 脇本富治（岡山第 17 団）
	 森原信行（浅口第２団）
	 瀬良田誠（浅口第２団）
平成 22年度
	 野上健治、真黒泰典（岡山第 4団）	
中村謙治（岡山第 17 団）	
吉野奈保子（岡山第 23 団）	
安藤博之、原みはる、後藤玲子、大下大介、

	 　星山結実（西大寺第 5団）	
杉原貢一（倉敷第 14 団）	
古澤太一朗（浅口第 1団）	
小林光幸、小林敏明、木多依子、稲垣康子、

	 　森岩法子（津山第 1団）	
普門淳、橋本正純、三上元一（新見第 1団）	
平成 23年度

	 宮本奈緒子（西大寺第 5団）
	 河原研二、小林康晴、吉田剛、岡本浩明（都
窪第 2団）

	 石井宣子、高田和徳（倉敷第 14 団）
	 三宅照正、大塚公一、大塚ゆう子（玉野第 1団）
	 藤野真知、宮岡美智枝（新見第 1団）
平成 24年度
	 田中真治、柚木寿仁、山下裕樹（浅口第 2団）
	 渡辺三郎（倉敷第 16 団）
	 後藤直隆（児島第 1団）
	 河本潤（西大寺第 1団）
	 原田明美（西大寺第 5団）
	 平井清志、赤木啓子（高梁第 1団）
	 船津勇、藤原隆司郎（玉野第 1団）
	 廣田裕、木多琢二、海老原誠二（津山第 1団）
	 田村良治、越智由美、田村由香里（新見第1団）
平成 25年度
	 福島章三、近藤利行、植中和彦、笠石卓夫	
　光畑俊行、髙崎式子（岡山第 4団）

	 松井清宏、小山明彦、渡部妙子、奥田睦子、
	 　竹本仁志、横山卓生、二宮雄一、木村扶美
（西大寺第 1団）
	 濱崎	勇、下村由輝弥（倉敷第 14 団）
	 森定信吉、平田耕一、薬師寺正志（総社第3団）
	 神田美智子、金光清治、井上	徹（浅口第 1
団

平成 26年度
	 髙尾朋子（岡山第 4団）
	 松本三喜子（西大寺第 1団）

☆県連盟顕彰
※前年度より加盟登録人員が増加した団の顕彰。
平成 15年度
	 岡山第 26 団、西大寺第 1団、西大寺第 5団、
都窪第 2 団、玉野第 1 団、浅口第 1 団、浅
口第 3団、高梁第 1団、新見第 1団

平成 16年度
	 岡山第 4 団、岡山第 17 団、岡山第 23 団、
岡山第 24 団、西大寺第 1団、西大寺第 5団、
都窪第 2団、倉敷第 16 団、児島第 2団、玉
野第 1 団、総社第 3 団、新見第 1 団、高梁
第 1団

平成 17年度
	 岡山第 4 団、岡山第 17 団、西大寺第 4 団、
倉敷第 16 団、玉島第 5団、浅口第 1団

平成 18年度
	 岡山第 23 団、赤磐第 2団、都窪第 2団、児
島第 1 団、総社第 3 団、浅口第 2 団、真庭
第 3団、高梁第 1団

平成 19年度
	 岡山第 26 団、赤磐第 2 団、倉敷第 14 団、
玉島第 5団、浅口第 1団、浅口第 3団

平成 20年度
	 西大寺第 1 団、倉敷第 14 団、児島第 1 団、
総社第 3団、玉野第 1団

平成 21年度
	 岡山第 4 団、西大寺第 5 団、浅口第 1 団、
浅口第 3団

平成 22年度
	 岡山第 4 団、岡山第 23 団、倉敷第 14 団、
玉島第 5団、津山第 1団

平成 23年度
	 岡山第 4 団、岡山第 23 団、西大寺第 1 団、
西大寺第 5 団、、都窪第 2 団、玉島第 5 団、
津山第 1団

平成 24年度
	 西大寺第 1団、西大寺第 5団、都窪第 2団
平成 25年度
	 岡山第 17 団、西大寺第 1 団、赤磐第 2 団、
都窪第 2団、倉敷第 14 団、総社第 3団、玉
島第 5団、浅口第 1団

平成 26年度
	 岡山第 4 団、岡山第 26 団、児島第 1団、総
社第 3 団、玉野第 1 団、玉島第 5 団、浅口
第 3団

☆スカウトの日バッジのデザイン入賞
平成 25年度　中山絋佑（都窪第 2団）
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アンノウン
岡山連盟役員名簿

スカウター
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r

岡山連盟役職員
連盟長	 石井正弘（岡山県知事）
副連盟長	 宮野正司（県教育長）
	 	 西田全司（会社役員）
理事長	 金光榮理雄（金光学園幼稚園園長）
副理事長	 渡邉倫子（生涯学習課長）
	 	 岩尾真平、河本修
理事
	 永田慶子（第 1地区）、難波博（第 2地区）
山田敏夫（第 3地区）、廣田裕（第 4地区）
川上直身（第 5地区）

理事（学職経験者）
	 吉永啓介、板野元次、岡崎允、大野吉造、
吉田紀雄、今田惇治、金光善行

監事　小林亙、矢吹寿年
名誉会議議員
	 今井重信、坂本陸、土岐隆信、山田貞秀、
渡辺真道、永岡健三、光本生郎

県コミッショナー　金光和道
県副コミッショナー
	 岡本耕治、高崎式子、西山勝正、木多琢二
先達　渡辺督晴、石井集治、松本猛
事務局長　今田惇治
事務局次長　岡本猛
事務局職員　南田正勝、金光浩明、藤原常智
顧問　大本栄一、森定齊、梶谷忠二	
伊原木一衛、橋本龍太郎

相談役　野津喬、石井稔、折方秀行、萩原誠司、
大森寿夫、佐々木勝美、花田富士雄	
長野士郎、松本猛、服部鉄吾、菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 脇本富治
　副コミッショナー	 横山卓生、星山英子
第 2地区コミッショナー	 松本信孝
　副コミッショナー	 杉本興一、森定信吉	
	 	 穂積起代美、石井照彦

第 3地区コミッショナー	 岡本猛
　副コミッショナー	 岡本明広、柚木喜三恵	
	 	 安原総一郎、金光芳子

第 4地区コミッショナー	 木多琢二
　副コミッショナー	 西本洋一

地区事務長
第 1地区	 今田淳治
第 2地区	 大野吉造
第 3地区	 南田正勝
第 4地区	 海老原誠二
第 5地区	 山田真治

各種運営委員会
総務委員長　板野元次
　副委員長　岡崎允、永田慶子
　第 1地区委員　塩田淳一、幡山寛念
　第 2地区委員　高橋浩一、片山健一
　第 3地区委員　山本敏機
　第 4地区委員　川元秀吉
　第 5地区委員　平井清志
　アドバイザー　岩尾真平、河本修、金光善行、
	 岡本耕治、高崎式子
指導者養成委員長　吉永啓介
　副委員長　山田敏夫、川上直身
　第 1地区委員　松本慎平、菅波克広
　第 2地区委員　平田和夫、樋宮信元
　第 3地区委員　茅原隆之
　第 4地区委員　西本洋一
　第 5地区委員　森田彰
　アドバイザー　　西山勝正、岡本耕治
プログラム委員長　大野吉造
　副委員長　吉田紀雄、難波博、廣田裕
　第 1地区委員　堀さかえ、高山敏之
　第 2地区委員　篠森久芳、堀田忠弘
　第 3地区委員　井上徹
　第 4地区委員　八木義人
　第 5地区委員　田村良治
　アドバイザー　　木多琢二
　ビーバー担当　高崎式子
　カブ担当	 西山勝正
　ボーイ担当　木多琢二
　ベンチャー・ローバー担当　岡本耕治、金光和道

トレーニングチーム
ディレクタ一	 　西山勝正
副ディレクター　脇本富治、廣田裕
	 河本修、永田慶子、豊田瑞穂、岡本猛、木
多琢二、梶谷勝政、堀さかえ	

（財）ボーイスカウト岡山連盟維持財団役職員
理事長	 松田堯（両備バス会長）
副理事長	 宮野正司（県教育長）
	 	 西田全司（岡山連盟副連盟長）
常務理事　金光善行（名誉会議議員）
理事　伊原木一衛（天満屋会長）
	 大原謙一郎（倉敷商工会議所会頭）
	 大森壽夫（西大寺商工会議所会頭）	

岡崎彬（岡山商工会議所会頭）
	 梶谷博則（岡山木村屋社長）
	 末長範彦（岡山トヨペット社長）
	 高橋英太郎（新見商工会議所会頭）
	 日笠富夫（津山商工会議所会頭）
	 福武総一郎（ベネッセコーポレーション社長）
	 守屋勝利（中国銀行取締役）
監事　山下知巳（山下体育社会長）
	 　花田富士雄（写真家・岡山連盟相談役）
評議員　伊澤照人（伊澤洋行社長）
	 石井集治（岡山連盟先達）
	 今井重信（今井小児科医院院長）
	 今田惇治（岡山連盟事務局長・理事）
	 板野元次（岡山連盟理事）
	 岩尾真平（岡山連盟副理事長）
	 浮田佐平（津山商工会議所副会頭）
	 臼井正一郎（山佐本陣鷲羽ハイランドホテル）
	 岡崎	允（自光モータース社長）
	 尾崎房次郎（尾崎商事社長）
	 小林亙（岡山連盟監事）
	 金光榮理雄（岡山連盟理事長）
	 坂本陞（西大寺第一団）
	 高谷茂男（サンヨープレジャー社長）
	 千々木誠（千々木社長）
	 早川照光（早川建設社長）
	 原田増美（ミカド電機社長）
	 廣田裕（岡山連盟理事）
	 森定齊（金光教教務総長）
	 山本直樹（司法書士）
	 渡辺英男（（株）東町代表取締役）
	 渡辺真道（岡山連盟名誉会議議員）
	 渡辺督晴（岡山連盟先達）
顧問	 石井正弘（岡山県知事）
	 長野士郎（元県知事）
相談役	 梶谷忠二（岡山木村屋会長）

平成15年度（2 0 0 3）

（敬称略）
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岡山連盟役員名簿

岡山連盟役職員
連盟長	 石井正弘（岡山県知事）
副連盟長	 宮野正司（県教育長）
	 	 西田全司（会社役員）
理事長	 金光榮理雄（金光学園幼稚園園長）
副理事長	 渡邉倫子（生涯学習課長）
	 	 河本修、金光善行
理事
	 横山卓生（第 1地区）、難波博（第 2地区）
	 山田敏夫（第 3地区）、廣田裕（第 4地区）
	 川上直身（第 5地区）
理事（学職経験者）
	 岡本耕治、板野元次、藤原常智、吉田紀雄 ,	
監事　吉永啓介、塩飽孝昭
名誉会議議員
	 今井重信、坂本陸、土岐隆信、山田貞秀、
海老原誠二、永岡健三、光本生郎

県連盟コミッショナー　　金光和道
県連盟副コミッショナー　岡本耕治、高崎式子、
西山勝正、木多琢二

先達　渡辺督晴、石井集治、松本猛
事務局長	 今田惇治
事務局次長　岡本猛
事務局職員　南田正勝、金光浩明
顧問　大本栄一、森定齊、梶谷忠二
	 　伊原木一衛、橋本龍太郎
相談役　野津喬、石井稔、折方秀行、萩原誠司、
大森寿夫、佐々木勝美、花田富士雄	
長野士郎、松本猛、服部鉄吾、菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 脇本富治
	 副コミッショナー	 大林誠
第 2地区コミッショナー	 杉本興一
	 副コミッショナー	 大野吉造、池本守
	 	 	 穂積起代美、石井照彦
第 3地区コミッショナー	 岡本猛
	 副コミッショナー	 岡本明広、柚木喜三恵	
	 	 山下裕樹、金光清治

第 4地区コミッショナー	 木多琢二
	 副コミッショナー	 西本洋一
第 5地区コミッショナー	 山田真治

地区事務長
第 1地区	 柴田智文
第 2地区	 松本信孝
第 3地区	 南田正勝
第 4地区	 海老原誠二
第 5地区	 山田真治

各種運営委員会
総務委員長	　板野元次
　副委員長　吉田紀雄
　第 1地区委員　高山敏之、山縣保
　第 2地区委員　船津勇、新谷昌三
　第 3地区委員　山本敏機
　第 4地区委員　海老原誠二
　第 5地区委員　平井清志
　担当コミッショナー　高崎式子
指導者養成委員長　岡本耕治
　副委員長　山田敏夫、川上直身
　第 1地区委員　松本慎平、梶谷勝政
　第 2地区委員　平田和夫、篠森久芳
　第 3地区委員　茅原隆之
　第 4地区委員　西本洋一
　第 5地区委員　宮岡美智枝
　担当コミッショナー　木多琢二
プログラム委員長　藤原常智
　第 1地区委員　小林康晴
　第 2地区委員　森定信吉、穂積久史
　第 3地区委員　古澤太一朗
　第 4地区委員　川元秀吉
　第 5地区委員　田村良治
担当コミッショナー　金光和道、高崎式子、西山
勝正、木多琢二、岡本耕治

トレーニングチーム
ディレクタ一	　廣田裕
副ディレクター　木多琢二、堀さかえ
	 河本修、西山勝正、永田慶子、豊田瑞穂、
梶谷勝政、大林誠、野上健治、安東利香、
松本慎平、高山敏之

休務中（金光和道、岡本耕治）
休職中（岡本猛、脇本富治）

（財）ボーイスカウト岡山連盟維持財団役職員
理事長	 松田堯（両備バス会長）
副理事長	 宮野正司（県教育長）
	 	 西田全司（岡山連盟副連盟長）
常務理事	 金光善行（岡山連盟副連盟長）
理事
	 伊原木一衛（天満屋会長）
	 大原謙一郎（倉敷商工会議所会頭）
	 大森壽夫（昭和被服社長）
	 岡崎彬（岡山商工会議所会頭）
	 梶谷博則（岡山木村屋社長）
	 末長範彦（岡山トヨペット社長）
	 高橋英太郎（白川鉱業所）
	 日笠富夫（津山商工会議所会頭）
	 福武総一郎（ベネッセコーポレーション社長）
	 守屋勝利（中国銀行専務取締役）
監事
	 花田富士雄（写真家）
	 山下知巳（山下体育社会長）
評議員
	 伊澤照人（伊澤洋行社長）
	 石井集治（岡山連盟先達）
	 今井重信（今井小児科医院院長）
	 今田惇治（岡山連盟事務局長）
	 板野元次（岡山連盟理事）
	 岩尾真平（元岡山連盟副理事長）
	 臼井正一郎（山佐本陣社長）
	 岡崎	允（自光モータース社長）
	 岡崎正裕（岡崎運送社長）
	 梶原康彦（梶原乳業常務取締役）
	 小林亙（金光教西大寺教会）
	 金光榮理雄（岡山連盟理事長）
	 坂本陞（西大寺第一団）
	 高谷茂男（サンヨープレジャー社長）
	 千々木誠（千々木社長）
	 早川照光（早川建設社長）
	 八木一成（蓮昌寺住職）
	 山本直樹（司法書士）
	 山田實雄（地区コミッショナー）
	 渡辺英男（（株）東町代表取締役）
	 渡辺督晴（岡山連盟先達）

平成16 年度（2 0 0 4）
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岡山連盟役員名簿

岡山連盟役職員
連盟長	 石井正弘（岡山県知事）
副連盟長	 宮野正司（県教育長）
	 	 西田全司（会社役員）
理事長	 金光榮理雄（金光学園幼稚園園長）
副理事長	 鍋島豊（生涯学習課長）
	 	 河本修、金光善行
理事
	 横山卓生（第 1地区）、難波博（第 2地区）
山田敏夫（第 3地区）、廣田裕（第 4地区）
川上直身（第 5地区）

理事（学職経験者）
	 岡本耕治、板野元次、藤原常智、古田紀
雄

監事
　吉永啓介、塩飽孝昭
名誉会議議員
	 今井重信、坂本陸、土岐隆信、山田貞秀、
海老原誠二、永岡健三、光本生郎

県連盟コミッショナー
　金光和道
県連盟副コミッショナー
	 岡本耕治、高崎式子、西山勝正、木多琢二
先達　渡辺督晴、石井集治、松本猛
事務局長　今田惇治
事務局次長　岡本猛
事務局職員　南田正勝
顧問
　大本栄一、森定齊、梶谷忠二	
伊原木一衛、橋本龍太郎

相談役
　野津喬、石井稔、折方秀行、萩原誠司、大
森寿夫、佐々木勝美、花田富士雄	
長野士郎、松本猛、服部鉄吾、菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 脇本富治
　副コミッショナー	 大林誠
第 2地区コミッショナー	 杉本興一
　副コミッショナー	 大野吉造、池本守、	
	 	 穂積起代美、石井照彦

第 3地区コミッショナー	 岡本猛
　副コミッショナー	 岡本明広、柚木喜三恵	
	 	 山下裕樹、金光清治

第 4地区コミッショナー	 木多琢二
　副コミッショナー	 西本洋一
第 5地区コミッショナー	 山田實雄

地区事務長
第 1地区	 柴田智文
第 2地区	 松本信孝
第 3地区	 南田正勝
第 4地区	 海老原誠二
第 5地区	 山田真治

各種運営委員会
総務委員長	　板野元次
　副委員長　吉田紀雄
　第 1地区委員　高山敏之、山縣保
　第 2地区委員　船津勇、新谷昌三
　第 3地区委員　山本敏機
　第 4地区委員　海老原誠二
　第 5地区委員　平井清志
　担当コミッショナー　高崎式子、西山勝正
指導者養成委員長　岡本耕治
　第 1地区委員　松本慎平、梶谷勝政
　第 2地区委員　薬師寺啓太、篠森久芳
　第 3地区委員　茅原隆之
　第 4地区委員　西本洋一
　第 5地区委員　宮岡美智枝
　担当コミッショナー　木多琢二
プログラム委員長　藤原常智
　第 1地区委員　小林康晴
　第 2地区委員　森定信吉、穂積久史
　第 3地区委員　古澤太一朗
　第 4地区委員　川元秀吉
　第 5地区委員　田村良治
担当コミッショナー
	 金光和道、高崎式子、西山勝正、木多琢二、
岡本耕治

トレーニングチーム
ディレクタ一	　廣田裕
副ディレクター　木多琢二、堀さかえ
	 岡本耕治、豊田瑞穂、梶谷勝政、大林誠、
野上健治、安東利香、松本慎平、高山敏之、
西本洋一

休務中（金光和道、西山勝正）
休職中（河本修、脇本富治）

（財）ボーイスカウト岡山連盟維持財団役職員
理事長	 松田堯（両備バス会長）
副理事長	 宮野正司（県教育長）
	 	 西田全司（岡山連盟副連盟長）
常務理事	 金光善行（岡山連盟副理事長）
理事
	 伊原木一衛（天満屋会長）
	 大原謙一郎（倉敷商工会議所会頭）
	 大森壽夫（昭和被服社長）
	 岡崎彬（岡山商工会議所会頭）
	 梶谷博則（岡山木村屋社長）
	 末長範彦（岡山トヨペット社長）
	 村田吉隆（衆議院議員）
	 浮田佐平（津山商工会議所会頭）
	 福武総一郎（ベネッセコーポレーション社長）
	 守屋勝利（中国銀行専務取締役）
監事
	 花田富士雄（写真家）
	 山下知巳（山下体育社会長）
評議員
	 伊澤照人（伊澤洋行社長）
	 石井集治（岡山連盟先達）
	 今井重信（今井小児科医院院長）
	 今田惇治（岡山連盟事務局長）
	 板野元次（岡山連盟理事）
	 岩尾真平（岡山連盟副理事長）
	 臼井正一郎（山佐本陣鷲羽社長）
	 岡崎	允（自光モータース社長）
	 岡崎正裕（岡崎運送社長）
	 梶原康彦（梶原乳業常務取締役）
	 加藤勝信（衆議院議員）
	 小林亙（金光教西大寺教会）
	 古山泰生（県議会議員）
	 金光榮理雄（岡山連盟理事長）
	 金光和道（県連盟コミッショナー）　
	 坂本陞（西大寺第一団）
	 高谷茂男（サンヨープレジャー社長）
	 千々木誠（千々木社長）
	 早川照光（早川建設社長）
	 八木一成（蓮昌寺住職）
	 山本直樹（司法書士）
	 山田實雄（地区コミッショナー）
	 渡辺英男（（株）東町代表取締役）
	 渡辺督晴（岡山連盟先達）

平成17年度（2 0 0 5）
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岡山連盟役職員
連盟長	 石井正弘（岡山県知事）
副連盟長	 門野八洲雄（県教育長）
	 	 西田全司（会社役員）
理事長	 金光榮理雄（金光学園幼稚園園長）
副理事長	 鍋島豊（生涯学習課長）
	 	 今田惇治
理事
	 横山卓生（第 1地区）、難波博（第 2地区）
岡本猛（第 3地区）、海老原誠二（第 4地区）
川上直身（第 5地区）

理事（学職経験者）
	 岡本耕治、河本修、藤原常智、金光善行、
薬師寺正志

監事
　吉永啓介、塩飽孝昭
名誉会議議員
	 今井重信、陶山好雄、土岐隆信、山田貞秀、
板野元次、吉田紀雄、光本生郎

県連盟コミッショナー
　金光和道
県連盟副コミッショナー
	 岡本耕治、高崎式子、西山勝正
事務局長
　今田惇治
顧問
　逢沢一郎、村田吉隆、加藤勝信、大本栄一、
鈴木甫、梶谷忠二、伊原木一衛

相談役
　野津喬、石井稔、折方秀行、高谷茂男、大
森寿夫、佐々木勝美、花田冨士雄、長野士
郎、松本猛、服部鉄吾、菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 脇本富治
　副コミッショナー	 大林誠
第 2地区コミッショナー	 石井照彦
　副コミッショナー	 大野吉造、池本守、	
	 	 穂積起代美、高田和徳

第 3地区コミッショナー	 岡本明広
　副コミッショナー	 井上徹、古澤太一朗、	
	 	 金光清治

第 4地区コミッショナー	 木多琢二
　副コミッショナー	 西本洋一
第 5地区コミッショナー	 山田實雄

地区事務長
第 1地区	 柴田智文
第 2地区	 杉本興一
第 3地区	 岡本明広
第 4地区	 木多琢二
第 5地区	 山田真治

各種運営委員会
総務委員長	　薬師寺正志
　第 1地区委員　井本謙次、山縣保
　第 2地区委員　船津勇、三好定男
　第 3地区委員　垣内誠治
　第 4地区委員　小林光幸
　第 5地区委員　平井清志
　担当コミッショナー　高崎式子、西山勝正
指導者養成委員長　岡本耕治
　第 1地区委員　吉永啓介、波多野正志
　第 2地区委員　新谷昌三、大野吉造
　第 3地区委員　井上徹
　第 4地区委員　廣田裕
　第 5地区委員　宮岡美智枝
　担当コミッショナー　木多琢二
プログラム委員長　藤原常智
　第 1地区委員　山崎泰弘
　第 2地区委員　森定信吉、穂積久史
　第 3地区委員　古澤太一朗
　第 4地区委員　川元秀吉
　第 5地区委員　田村良治
担当コミッショナー
	 金光和道、高崎式子、西山勝正、岡本耕治

トレーニングチーム
ディレクタ一	　廣田裕
副ディレクター　木多琢二
	 堀さかえ、岡本耕治、豊田瑞穂、大林誠、
野上健治、安東利香、西本洋一

休務中（金光和道、西山勝正）
休職中（河本修、脇本富治）

（財）ボーイスカウト岡山連盟維持財団役職員
理事長	 松田堯（両備バス会長）
副理事長	 門野八洲雄（県教育長）
常務理事	 金光善行（岡山連盟理事）
理事
	 伊原木一衛（天満屋会長）
	 大原謙一郎（倉敷商工会議所会頭）
	 大森壽夫（西大寺商工会議所会頭）	 	
岡崎彬（岡山商工会議所会頭）

	 梶谷博則（岡山木村屋社長）
	 末長範彦（岡山トヨペット社長）
	 福武総一郎（ベネッセコーポレーション会長）
	 村田吉隆（衆議院議員）	
守屋勝利（中国銀行専務取締役）

監事
	 山下知巳（山下体育社会長）	
小林亙（金光教西大寺教会長）

評議員
	 伊澤照人（伊澤洋行社長）
	 今井重信（今井小児科医院院長）
	 今田惇治（岡山連盟事務局長）
	 板野元次（岡山連盟名誉会議議員）
	 岩尾真平（元岡山連盟副理事長）
	 臼井正一郎（山佐本陣社長）
	 大武一彦（財務事務担当）	
岡崎允（自光モータース社長）	
岡崎正裕（岡崎運送社長）	
梶原康彦（梶原乳業常務取締役）	
加藤勝信（衆議院議員）	
古山泰生（県議会議員）	
金光榮理雄（岡山連盟理事長）	
金光和道（県連盟コミッショナー）	
佐々木秀章（花繊社長）	
高谷昌宏（サンヨープレジャー社長）	
千々木誠（千々木社長）	
早川照光（早川建設社長）	
八木一成（蓮昌寺副住職）	
山本直樹（司法書士）

	 山田實雄（岡山連盟地区副コミッショナー）
	 渡辺英男（（株）東町代表取締役）
	 渡辺英気（県議会議員）	
渡辺真道（県立図書館長）

平成18年度（2 0 0 6）

岡山連盟役員名簿
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岡山連盟役職員
連盟長	 石井正弘（岡山県知事）
副連盟長	 門野八洲雄（県教育長）
	 	 西田全司（会社役員）
理事長	 金光榮理雄（金光学園幼稚園園長）
副理事長	 鍋島豊（生涯学習課長）
	 	 今田惇治
理事
	 横山卓生（第 1地区）、難波博（第 2地区）
岡本猛（第 3地区）、海老原誠二（第 4地区）
川上直身（第 5地区）

理事（学職経験者）
	 金光和道、河本修、藤原常智、金光善行、
薬師寺正志

監事
　吉永啓介、塩飽孝昭
名誉会議議員
	 今井重信、陶山好雄、土岐隆信、山田貞秀、
板野元次、吉田紀雄、光本生郎

県連盟コミッショナー
	 岡本耕治
県連盟副コミッショナー
	 高崎式子、脇本富治
事務局長
	 今田惇治
事務局員
	 柴田智文、杉本興一、岡本明広、木多琢二、
山田真治

顧問
	 逢沢一郎、村田吉隆、加藤勝信、大本栄一、
佐藤光俊、梶谷忠二、伊原木一衛

相談役
	 野津喬、石井稔、折方秀行、高谷茂男、大
森寿夫、佐々木勝美、花田冨士雄、松本猛、
服部鉄吾、菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 脇本富治
　副コミッショナー	 大林誠
第 2地区コミッショナー	 石井照彦
　副コミッショナー	 大野吉造、池本守、	
	 	 穂積起代美、高田和徳

第 3地区コミッショナー	 岡本明広
　副コミッショナー	 井上徹、古澤太一朗、	
	 	 金光清治

第 4地区コミッショナー	 西本洋一
第 5地区コミッショナー	 吉良英紀
　副コミッショナー	 山田實雄

地区事務長
第 1地区	 柴田智文
第 2地区	 杉本興一
第 3地区	 岡本明広
第 4地区	 木多琢二
第 5地区	 山田真治

各種運営委員会
総務委員長	　薬師寺正志
　第 1地区委員　井本謙次、山縣保
　第 2地区委員　船津勇、三好定男
　第 3地区委員　垣内誠治
　第 4地区委員　古川彰弘
　第 5地区委員　平井清志
　担当コミッショナー　高崎式子
指導者養成委員長　金光和道
　第 1地区委員　吉永啓介、波多野正志
　第 2地区委員　新谷昌三、大野吉造
　第 3地区委員　岡本匡平
　第 4地区委員　廣田裕
　第 5地区委員　宮岡美智枝
プログラム委員長　藤原常智
　第 1地区委員　見村三吉
　第 2地区委員　森定信吉、穂積久史
　第 3地区委員　古澤太一朗
　第 4地区委員　川元秀吉
　第 5地区委員　田村良治
担当コミッショナー
	 岡本耕治、高崎式子、脇本富治

トレーニングチーム
ディレクタ一	　廣田裕
副ディレクター　木多琢二
	 金光和道、岡本耕治、河本修、大林誠、野
上健治、安東利香、西本洋一、大野吉造

（休務中）西山勝正

（財）ボーイスカウト岡山連盟維持財団役職員
理事長	 松田堯（両備バス会長）
副理事長	 門野八洲雄（県教育長）
常務理事	 金光善行（岡山連盟理事）
理事
	 伊原木一衛（天満屋会長）
	 大原謙一郎（倉敷商工会議所会頭）
	 大森壽夫（西大寺商工会議所会頭）	 	
岡崎彬（岡山商工会議所会頭）

	 梶谷博則（岡山木村屋社長）
	 末長範彦（岡山トヨペット社長）
	 福武総一郎（ベネッセコーポレーション会長）
	 村田吉隆（衆議院議員）	
守屋勝利（中国銀行専務取締役）

監事
	 山下知巳（山下体育社会長）	
小林亙（金光教西大寺教会長）

評議員
	 伊澤照人（伊澤洋行社長）
	 今井重信（今井小児科医院院長）
	 今田惇治（岡山連盟事務局長）
	 板野元次（岡山連盟名誉会議議員）
	 岩尾真平（元岡山連盟副理事長）
	 臼井正一郎（山佐本陣社長）
	 大武一彦（財務事務担当）	
岡崎允（自光モータース社長）	
岡崎正裕（岡崎運送社長）	
梶原康彦（梶原乳業常務取締役）	
加藤勝信（衆議院議員）	
古山泰生（県議会議員）	
金光榮理雄（岡山連盟理事長）	
金光和道（県連盟コミッショナー）	
佐々木秀章（㈱花繊社長）	
高谷昌宏（サンヨープレジャー社長）	
千々木誠（千々木社長）	
早川照光（早川建設社長）	
八木一成（蓮昌寺副住職）	
山本直樹（司法書士）

	 山田實雄（地区副コミッショナー）
	 渡辺英男（（株）東町代表取締役）
	 渡辺英気（県議会議員）	
渡辺真道（県立図書館長）

平成19年度（2 0 0 7）

Supporter

岡山連盟役員名簿
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岡山連盟役職員
連盟長	 石井正弘（岡山県知事）
副連盟長	 門野八洲雄（県教育長）
	 	 西田全司（会社役員）
理事長	 金光榮理雄（金光学園幼稚園園長）
副理事長	 石田善顕（生涯学習課長）
	 	 今田惇治
理事
	 横山卓生（第 1地区）、渡辺真道（第 2地
区）岡本猛（第 3地区）、廣田裕（第 4地区）
川上直身（第 5地区）

理事（学職経験者）
	 金光和道、薬師寺正志、金光善行、坪井
喜久太、山田實雄

監事
　吉永啓介、塩飽孝昭
名誉会議議員
	 山田貞秀、陶山好雄、吉田紀雄、今井重信、
光本生郎、土岐隆信、板野元次

県連盟コミッショナー
　岡本耕治
県連盟副コミッショナー
	 高崎式子、脇本富治、石井照彦、岡本明広、
西本洋一、吉良秀紀、薬師寺正志、金光和
道、横山卓生

事務局長
　今田惇治
事務局員
　柴田智文、杉本興一、岡本明広、木多琢二、
山田實雄

顧問
　逢沢一郎、村田吉隆、加藤勝信、大本栄一、
佐藤光俊、伊原木一衛

相談役
　野津喬、石井稔、折方秀行、高谷茂男、大
森寿夫、佐々木勝美、花田冨士雄、松本猛、
服部鉄吾、菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 脇本富治
　副コミッショナー　大林誠、山縣保、坪井慈朗、
吉永啓介、二宮雄一

第 2地区コミッショナー	 石井照彦
　副コミッショナー　穂積起代美、池本守、	高田
和徳、大野吉造

第 3地区コミッショナー	 岡本明広
　副コミッショナー	 金光清治、古澤太一朗、
	 	 	 井上徹
第 4地区コミッショナー	 西本洋一
第 5地区コミッショナー	 吉良英紀
　副コミッショナー	 山田實雄、森浩紀

地区事務長
第 1地区	 柴田智文
第 2地区	 杉本興一
第 3地区	 岡本明広
第 4地区	 木多琢二
第 5地区	 山田實雄

各種運営委員会
総務委員長	　薬師寺正志
　第 1地区委員　山縣保、増田誠二
　第 2地区委員　穂積久史、船津勇
　第 3地区委員　垣内誠治
　第 4地区委員　木多琢二
　第 5地区委員　平井清志
　担当コミッショナー　高崎式子
指導者養成委員長　金光和道
　第 1地区委員　吉永啓介、安東利香
　第 2地区委員　新谷昌三、安田明
　第 3地区委員　岡本匡平
　第 4地区委員　廣田裕
　第 5地区委員　宮岡美智枝
プログラム委員長　横山卓生
　第 1地区委員　坪井慈朗、中村謙治
　第 2地区委員　三好定男、森定信吉
　第 3地区委員　古澤太一朗
　第 4地区委員　西本洋一
　第 5地区委員　田村良治

トレーニングチーム
ディレクタ一	　廣田裕
副ディレクター　木多琢二
	 金光和道、岡本耕治、大林誠、野上健治、
安東利香、大野吉造、石井照彦、増田誠
二

（休務中）西山勝正

（財）ボーイスカウト岡山連盟維持財団役職員
理事長	 松田堯（両備HD取締役会長）
副理事長	 門野八洲雄（県教育長）
常務理事	 金光善行（金光教総務部参事）
理事
	 泉史博	（中国銀行専務取締役）	
伊原木一衛（天満屋会長）

	 大原謙一郎（倉敷商工会議所会頭）
	 大森壽夫（昭和被服会長）	
岡崎彬（岡山商工会議所会頭）

	 梶谷博則（岡山木村屋社長）
	 加藤勝信（衆議院議員）	
金光榮理雄（岡山連盟理事長）	
末長範彦（岡山トヨペット社長）	
村田吉隆（衆議院議員）

監事
	 山下知巳（山下体育社会長）	
小林亙（NPO法人理事長）

評議員
	 伊澤照人（伊澤洋行社長）
	 今井重信（今井小児科医院院長）
	 今田惇治（岡山連盟副理事長・事務局長）
	 板野元次（岡山連盟名誉会議議員）
	 岩尾真平（団委員長）
	 臼井正一郎（山佐本陣社長）
	 大武一彦（財団事務長）	
岡崎允（自光モータース社長）	
岡崎正裕（岡崎運送社長）	
岡本耕治（県連盟コミッショナー）	
梶原康彦（梶原乳業常務取締役）	
古山泰生（県議会議員）	
金光和道（岡山連盟理事）	
佐々木秀章（花繊社長）	
高谷昌宏（サンヨープレジャー社長）	
千々木誠（千々木社長）	
中務祺九大（神免紙器社長）	
早川照光（早川建設社長）	
八木一成（蓮昌寺副住職）	
山本直樹（司法書士）

	 山田實雄（金光教新見教会長）
	 渡辺英男（㈱東町社長）
	 渡辺英気（県議会副議長）	
渡辺真道（前県立図書館長）

平成20年度（2 0 0 8）

岡山連盟役員名簿
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岡山連盟役職員
連盟長	 石井正弘（岡山県知事）
副連盟長	 門野八洲雄（県教育長）
	 	 	 西田全司（会社役員）
理事長	 金光榮理雄
副理事長	 石田善顕（生涯学習課長）
	 	 	 今田惇治
理事
	 横山卓生（第 1地区）、渡辺真道（第 2地区）
岡本猛（第 3地区）、廣田裕（第 4地区）
川上直身（第 5地区）

理事（学職経験者）
	 金光和道、薬師寺正志、金光善行、坪井喜
久太、山田實雄

監事
　吉永啓介、塩飽孝昭
名誉会議議員
	 今井重信、光本生郎、土岐隆信、山田貞秀、
古田紀雄、板野元次、陶山好雄、

県連盟コミッショナー
　岡本耕治
県連盟副コミッショナー
	 高崎式子、脇本富治、石井照彦、岡本明広、
西本洋一、吉良秀紀、薬師寺正志、金光和
道、横山卓生

事務局長
　今田惇治
事務局員
　柴田智文、杉本興一、岡本明広、木多琢二、
山田實雄

顧問
　逢沢一郎、村田吉隆、加藤勝信、大本栄一、
佐藤光俊、伊原木一衛

相談役
　野津喬、石井稔、折方秀行、高谷茂男、佐々
木勝美、花田冨士雄、松本猛、服部鉄吾、
菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 脇本富治
　副コミッショナー　大林誠、山縣保、坪井慈朗、
吉永啓介、二宮雄一

第 2地区コミッショナー	 石井照彦
　副コミッショナー　穂積起代美、池本守、	高田
和徳、大野吉造

第 3地区コミッショナー	 岡本明広
　副コミッショナー　井上徹、古澤太一朗、金光
清治

第 4地区コミッショナー	 西本洋一
第 5地区コミッショナー	 吉良英紀
　副コミッショナー　山田實雄、森浩紀

地区事務長
第 1地区	 柴田智文
第 2地区	 杉本興一
第 3地区	 岡本明広
第 4地区	 木多琢二
第 5地区	 山田實雄

各種運営委員会
総務委員長	　薬師寺正志
　第 1地区委員　山縣保、見村三吉
　第 2地区委員　穂積久史
　第 3地区委員　森原信行
　第 4地区委員　木多琢二
　第 5地区委員　平井清志
　担当コミッショナー　高崎式子
指導者養成委員長　金光和道
　第 1地区委員　吉永啓介、安東利香
　第 2地区委員　安田明、西中学
　第 3地区委員　岡本匡平
　第 4地区委員　廣田裕
　第 5地区委員　宮岡美智枝
プログラム委員長　横山卓生
　第 1地区委員　坪井慈朗、中村謙治
　第 2地区委員　相浦正徳、森定信吉
　第 3地区委員　冨田英吾
　第 4地区委員　西本洋一
　第 5地区委員　田村良治

トレーニングチーム
ディレクタ一	　廣田裕
副ディレクター　木多琢二
	 金光和道、岡本耕治、大林誠、野上健治、
安東利香、大野吉造、石井照彦、増田誠二

（休務中）西山勝正

（財）ボーイスカウト岡山連盟維持財団役職員
理事長	 松田堯（両備HD会長）
副理事長	 門野八洲雄（県教育長）
常務理事	 金光善行（金光教総務部参事）
理事	
泉史博	（中国銀行副頭取）	
伊原木一衛（天満屋会長）	
大原謙一郎（倉敷商工会議所会頭）	
岡崎彬（岡山商工会議所会頭）	
梶谷博則（岡山木村屋社長）	
加藤勝信（衆議院議員）	
金光榮理雄（岡山連盟理事長）	
末長範彦（岡山トヨペット社長）	
村田吉隆（衆議院議員）	
若狭正吾（山陽新聞常務倉敷本社代表）

監事	
山下知巳（山下体育社会長）	
小林亙（NPO法人理事長）

評議員	
伊澤照人（伊澤洋行会長）	
今井重信（今井小児科医院院長）	
今田惇治（岡山連盟理事長・事務局長）	
板野元次（岡山連盟名誉会議議員）	
岩尾真平（団委員長）	
臼井正一郎（山佐本陣社長）	
大武一彦（財団事務長）	
岡崎允（自光モータース社長）	
岡崎正裕（岡崎運送社長）	
岡本耕治（県連盟コミッショナー）	
梶原康彦（梶原乳業社長）	
兼信英雄（太陽電機工業社長）	
古山泰生（県議会議員）	
金光和道（金光図書館長）	
金光道晴（金光学園中副校長）	
佐々木秀章（花繊社長）	
高谷昌宏（サンヨープレジャー社長）	
中務祺九大（神免紙器社長）	
早川照光（早川建設社長）	
八木一成（蓮昌寺副住職）	
山本直樹（司法書士）	
山田實雄（金光教新見教会長）	
渡辺英気（県議会議員）	
渡辺真道（前県立図書館長）

平成21年度（2 0 0 9）

Supporter

岡山連盟役員名簿
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岡山連盟役職員
連盟長	 石井正弘（岡山県知事）
副連盟長	 門野八洲雄（県教育長）
	 	 	 西田全司
	 	 	 金光榮理雄
理事長	 金光和道
副理事長	 廣田　貢（生涯学習課長）
	 	 	 今田惇治
理事
	 脇本富治（第 1地区）、渡辺真道（第 2地区）
塩飽孝昭（第 3地区）、廣田裕（第 4地区）
川上直身（第 5地区）

理事（学職経験者）
	 岡本耕治、薬師寺正志、金光善行、坪井喜
久太、山田實雄、横山卓生、木多琢二、坪
井慈朗

監事
　吉永啓介、星山正一
名誉会議議員
	 光本生郎、土岐隆信、山田貞秀、古田紀雄、
板野元次、陶山好雄、岡本猛

県連盟コミッショナー
　岡本耕治
県連盟副コミッショナー
	 高崎式子、大林誠、石井照彦、岡本明広、
西本洋一、森浩紀、横山卓生、木多琢二、
廣田裕

事務局長
　今田惇治
事務局員
　柴田智文、杉本興一、岡本明広、木多琢二、
山田實雄

顧問
　逢沢一郎、村田吉隆、加藤勝信、大本栄一、
佐藤光俊、伊原木一衛

相談役
　野津喬、石井稔、折方秀行、高谷茂男、佐々
木勝美、松本猛、服部鉄吾、菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 大林誠
　副コミッショナー　山縣保、横山卓生、安東利香、
二宮雄一

第 2地区コミッショナー	 石井照彦
　副コミッショナー　穂積起代美、池本守、	森定

信吉、大野吉造
第 3地区コミッショナー	 岡本明広
　副コミッショナー　井上徹、古澤太一朗、東條
美恵子

第 4地区コミッショナー	 西本洋一
第 5地区コミッショナー	 森浩紀
　副コミッショナー　吉良英紀、山田實雄

地区事務長
第 1地区	 柴田智文
第 2地区	 杉本興一
第 3地区	 岡本明広
第 4地区	 木多琢二
第 5地区	 山田實雄

各種運営委員会
総務委員長	　薬師寺正志
　第 1地区委員　山縣保、見村三吉
　第 2地区委員　濱崎繁子、穂積久史
　第 3地区委員　森原信行
　第 4地区委員　木多琢二
　第 5地区委員　平井清志
　担当コミッショナー　高崎式子
指導者養成委員長　金光和道
　第 1地区委員　吉永啓介、安東利香
　第 2地区委員　安田明、西中学
　第 3地区委員　岡本匡平
　第 4地区委員　廣田裕
　第 5地区委員　宮岡美智枝
プログラム委員長　横山卓生
　第 1地区委員　坪井慈朗、中村謙治
　第 2地区委員　森定信吉、相浦正徳
　第 3地区委員　冨田英吾
　第 4地区委員　西本洋一
　第 5地区委員　田村良治

トレーニングチーム
ディレクタ一	　廣田裕
副ディレクター　木多琢二
	 金光和道、岡本耕治、大林誠、野上健治、
安東利香、大野吉造、増田誠二

（財）ボーイスカウト岡山連盟維持財団役職員
理事長	 松田堯（両備HD会長）
副理事長	 門野八洲雄（県教育長）
常務理事	 金光善行（金光教総務部参事）
理事	
泉　史博（中国銀行副頭取）	
伊原木一衛（天満屋会長）	
大原謙一郎（倉敷商工会議所会頭）	
岡崎彬（岡山商工会議所会頭）	
梶谷博則（岡山木村屋社長）	
加藤勝信（衆議院議員）	
越宗孝昌（山陽新聞社社長）	
金光榮理雄（岡山連盟副連盟長）	
金光和道（金光図書館長・岡山連盟理事長）	
末長範彦（岡山トヨペット社長）	
村田吉隆（衆議院議員）	
若狭正吾（岡山エフエム放送社長）

監事	
山下知巳（山下体育社会長）	
小林　亙（NPO法人理事長）

評議員	
伊澤照人（伊澤洋行会長）	
今田惇治（岡山連盟副理事長・事務局長）	
板野元次（岡山連盟名誉会議議員）	
岩尾真平（団委員長）	
臼井正一郎（山佐本陣社長）	
大武一彦（財団事務長）	
岡崎　允（自光モータース社長）	
岡崎正裕（岡崎運送社長）	
岡本耕治（県連盟コミッショナー）	
梶原康彦（梶原乳業社長）	
兼信英雄（太陽電機工業社長）	
古山泰生（県議会議員）	
金光道晴（金光学園中副校長）	
佐々木秀章（花繊社長）	
高谷昌宏（サンヨープレジャー社長）	
中務祺九大（神免紙器社長）	
早川照光（早川建設社長）	
八木一成（蓮昌寺副住職）	
山本直樹（司法書士）	
山田實雄（金光教新見教会長）	
渡辺英気（県議会議員）	
渡辺真道（前県立図書館長）

平成22年度（2 0 1 0）

岡山連盟役員名簿
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岡山連盟役員名簿

平成23年度（2 0 1 1）

岡山連盟役職員
連盟長	 石井正弘（岡山県知事）
副連盟長	 竹井千庫（県教育長）
	 	 	 西田全司
	 	 	 金光榮理雄
理事長	 金光和道
副理事長	 廣田　貢（生涯学習課長）
	 	 	 今田惇治
理事
	 脇本富治（第 1地区）、渡辺真道（第 2地区）
塩飽孝昭（第 3地区）、廣田裕（第 4地区）
川上直身（第 5地区）

理事（学職経験者）
	 岡本耕治、薬師寺正志、金光善行、坪井喜
久太、山田實雄、横山卓生、木多琢二、坪
井慈朗

監事
　星山正一、葛間紘介
名誉会議議員
	 光本生郎、土岐隆信、山田貞秀、古田紀雄、
板野元次、陶山好雄、岡本猛

県連盟コミッショナー
　岡本耕治
県連盟副コミッショナー
	 木多琢二、安東利香
事務局長
　今田惇治
事務局員
　柴田智文、杉本興一、岡本明広、木多琢二、
山田實雄

顧問
　逢沢一郎、村田吉隆、加藤勝信、大本栄一、
佐藤光俊、伊原木一衛

相談役
　野津喬、石井稔、折方秀行、高谷茂男、佐々
木勝美、松本猛、服部鉄吾、菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 大林誠
　副コミッショナー　山縣保、横山卓生、安東利香、
二宮雄一

第 2地区コミッショナー	 石井照彦
　副コミッショナー　穂積起代美、池本守、	森定
信吉、篠森久芳

第 3地区コミッショナー	 岡本明広

　副コミッショナー　井上徹、古澤太一朗、東條
美恵子

第 4地区コミッショナー	 西本洋一
第 5地区コミッショナー	 森浩紀
　副コミッショナー　吉良英紀、山田實雄

地区事務長
第 1地区	 柴田智文
第 2地区	 杉本興一
第 3地区	 岡本明広
第 4地区	 木多琢二
第 5地区	 山田實雄

各種運営委員会
総務委員長	　木多琢二
　副委員長　薬師寺正志、山田吉雄
　HP担当委員　坪井慈朗
　第 1地区委員　山縣保、見村三吉、天野勲
　第 2地区委員　杉本晴美、穂積久史
　第 3地区委員　岡本　猛
　第 4地区委員　木多琢二
　第 5地区委員　平井清志
指導者養成委員長　廣田裕
　第 1地区委員　安東利香、大林誠
　第 2地区委員　安田明、濱崎繁子
　第 3地区委員　岡本匡平
　第 4地区委員　廣田裕
　第 5地区委員　宮岡美智枝
プログラム委員長　横山卓生
　副委員長　坪井喜久太
　委員　森定信吉
　第 1地区委員　植中和彦
　第 2地区委員　藤原隆司郎、相浦正徳
　第 3地区委員　冨田英吾
　第 4地区委員　西本洋一
　第 5地区委員　田村良治

トレーニングチーム
ディレクタ一	　廣田裕
副ディレクター　木多琢二
	 岡本耕治、大林誠、野上健治、安東利香、
石井照彦、大野吉造、増田誠二

（財）ボーイスカウト岡山連盟維持財団役職員
理事長	 松田堯（両備HD会長）
副理事長	 竹井千庫（県教育長）
常務理事	 金光善行（金光教総務部参事）
理事	
泉　史博（中国銀行副頭取）	
伊原木一衛（天満屋会長）	
大原謙一郎（倉敷商工会議所会頭）	
岡崎彬（岡山商工会議所会頭）	
梶谷博則（岡山木村屋社長）	
加藤勝信（衆議院議員）	
越宗孝昌（山陽新聞社社長）	
金光榮理雄（岡山連盟副連盟長）	
金光和道（岡山連盟理事長）	
末長範彦（岡山トヨペット社長）	
村田吉隆（衆議院議員）	
若狭正吾（岡山エフエム放送社長）

監事	
山下知巳（山下体育社会長）	
小林　亙（金光教西大寺教会長）

評議員	
伊澤照人（伊澤洋行会長）	
今田惇治（岡山連盟副理事長・事務局長）	
板野元次（岡山連盟名誉会議議員）	
臼井正一郎（山佐本陣社長）	
大武一彦（財団事務長）	
岡崎　允（自光モータース社長）	
岡崎正裕（岡崎運送社長）	
岡本耕治（県連盟コミッショナー）	
梶原康彦（梶原乳業社長）	
兼信英雄（太陽電機工業社長）	
古山泰生（県議会議員）	
金光道晴（金光学園中副校長）	
佐々木秀章（花繊社長）	
高谷昌宏（サンヨープレジャー社長）	
中務祺九大（神免紙器社長）	
早川照光（早川建設社長）	
八木一成（蓮昌寺副住職）	
山本直樹（司法書士）	
山田實雄（金光教新見教会長）	
渡辺英気（県議会議員）	
渡辺真道
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平成24年度（2 0 1 2）

岡山連盟役職員
連盟長	 石井正弘（岡山県知事）
副連盟長	 竹井千庫（県教育長）
	 	 	 西田全司
	 	 	 金光榮理雄
理事長	 今田惇治
副理事長	 久芳全晴（生涯学習課長）
	 	 	 岡本耕治
理事
	 脇本富治（第 1地区）、渡辺真道（第 2地区）
塩飽孝昭（第 3地区）

理事（学職経験者）
	 坪井喜久太、坪井慈朗、木多琢二、星山正一、
西山勝正、杉本興一、金光善行、山田宣雄、

監事
　葛間紘介、板野元次
名誉会議議員
	 光本生郎、土岐隆信、山田貞秀、古田紀雄、
陶山好雄、岡本猛、薬師寺正志

県連盟コミッショナー
	 廣田裕
県連盟副コミッショナー
	 木多琢二、廣田利香、横山卓生
事務局長
　岡本耕治
事務局員
　柴田智文、杉本興一、東條美恵子
顧問
　逢沢一郎、村田吉隆、加藤勝信、大本栄一、
岡成敏正、伊原木一衛

相談役
　野津喬、石井稔、折方秀行、高谷茂男、佐々
木勝美、松本猛、服部鉄吾、菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 二宮雄一
　副コミッショナー　西本洋一
第 2地区コミッショナー	 石井照彦
　副コミッショナー　相浦正徳、安田明、森定信吉、
篠森久芳

第 3地区コミッショナー	 岡本明広
　副コミッショナー　古澤太一朗、森浩紀

地区事務長
第 1地区	 柴田智文
第 2地区	 杉本興一
第 3地区	 東條美恵子

各種運営委員会
総務委員長　山田實雄
　副委員長　杉本興一
　委員　見村三吉、浜崎繁子、平井清志
指導者養成委員長　木多琢二
　委員　廣田利香、杉本晴美、岡本匡平
プログラム委員長　星山正一
　委員　植中和彦、池本守、冨田英吾

特別委員会
広報委員長　坪井慈朗
　委員　穂積久史、三宅康裕
進歩委員長　西山勝正
　委員　大下大介、藤原隆司郎、瀬良田誠
国際委員長　坪井喜久太
　委員　大林誠、森定信吉、藤野真知

トレーニングチーム
ディレクタ一	　木多琢二
副ディレクター　廣田利香
	 岡本耕治、廣田裕、大林誠、野上健治、
	 石井照彦、増田誠二

（財）ボーイスカウト岡山連盟維持財団役職員
理事長	 松田久（両備HD社長）
副理事長	 竹井千庫（県教育長）
常務理事	 金光善行（岡山連盟理事）
理事	
泉　史博（中国銀行会長）	
伊原木一衛（天満屋会長）	
岡崎彬（岡山商工会議所会頭）	
梶谷博則（岡山木村屋会長）	
加藤勝信（衆議院議員）	
越宗孝昌（山陽新聞社社長）	
金光榮理雄（岡山連盟副連盟長）	
末長範彦（岡山トヨペット社長）	
村田吉隆（衆議院議員）	
若狭正吾（岡山エフエム放送社長）

監事	
中間信一（公認会計士）	
古澤太一朗

評議員	
伊澤照人（伊澤洋行会長）	
今田惇治（岡山連盟理事長）	
板野元次（岡山連盟名誉会議議員）	
臼井正一郎（山佐本陣社長）	
大武一彦（財団事務長）	
岡崎　允（自光モータース社長）	
岡崎正裕（岡崎運送社長）	
岡本耕治（岡山連盟副理事長・事務局長）	
梶原康彦（梶原乳業社長）	
兼信英雄（太陽電機工業会長）	
古山泰生（県議会議員）	
金光道晴（金光学園中学・高校校長）	
佐々木秀章（花繊社長）	
高谷昌宏（サンヨープレジャー社長）	
中務祺九大（神免紙器社長）	
早川照光（早川建設社長）	
八木一成（蓮昌寺副住職）	
山本直樹（司法書士）	
山田宣雄（岡山連盟理事）	
渡辺英気（県議会議員）	
渡辺真道（岡山連盟理事）	
廣田裕（県連盟コミッショナー）	
光畑俊行

岡山連盟役員名簿
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岡山連盟役員名簿

平成25年度（2 0 1 3）

岡山連盟役職員
連盟長	 伊原木	隆太（岡山県知事）
副連盟長	 竹井千庫（県教育長）
	 	 西田全司、金光榮理雄
理事長	 今田惇治
副理事長	 久芳全晴（生涯学習課長）
	 	 岡本耕治
理事
	 脇本富治（第 1地区）、渡辺真道（第 2地区）
塩飽孝昭（第 3地区）

理事（学職経験者）
	 坪井喜久太、坪井慈朗、木多琢二、星山正一、
西山勝正、杉本興一、金光善行、山田實雄

監事	
葛間紘介、板野元次

名誉会議議員
	 光本生郎、土岐隆信、山田貞秀、吉田紀雄、
陶山好雄、岡本猛、薬師寺正志

県連盟コミッショナー	
廣田裕

県連盟副コミッショナー
	 光畑俊行、廣田利香、横山卓生
事務局長	
岡本耕治

事務局員	
岡本耕治、柴田智文、杉本興一、東條	美
恵子、髙﨑式子

顧問	
逢沢一郎、村田吉隆、加藤勝信、大本榮一、
岡成敏正、伊原木	一衛、石井正弘、平沼
赳夫 、橋本岳

相談役	
野津喬、石井稔、折方秀行、高谷茂男、佐々
木	勝美、松本猛、服部鉄吾、菅野邦夫

地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 二宮雄一
　副コミッショナー　西本洋一
第 2地区コミッショナー	 石井照彦
　副コミッショナー　石井照彦、相浦正徳、安田明、
森定信吉、篠森久芳

第 3地区コミッショナー	 岡本明広
　副コミッショナー　古澤太一朗、森浩紀

地区事務長
第 1地区	 柴田智文
第 2地区	 杉本興一
第 3地区	 東條美恵子

各種運営委員会
総務委員長　山田實雄
　副委員長　杉本興一
　委員　見村三吉、浜崎繁子、平井清志
プログラム委員長　星山正一
　委員　植中和彦、池本守、瀬良田誠、磯中
祥行

指導者養成委員長　木多琢二
　委員　廣田利香、杉本晴美、岡本匡平

特別委員会
広報委員長　坪井慈朗
　委員　穂積久史、三宅康裕
進歩委員長　西山勝正
　委員　大下大介、磯中祥行、森浩紀、大野
吉造

国際委員長　坪井喜久太
　委員　大林誠、森定信吉、藤野真知

2014 岡山スカウトキャンポリー実行委員会
委員長　星山正一

23WSJ 岡山連盟企画実行特別委員会
	 委員長　脇本富治

トレーニングチーム
ディレクタ一	 　木多琢二
副ディレクター　廣田利香
	 廣田裕、野上健治、石井照彦、横山卓生、
古澤太一朗

一般財団法人「岡山県ボーイスカウト振興財団」
評議員長	 中国銀行専務	 坪井宏通
副評議員長	山陽新聞社長	 越宗孝昌
評議員	 岡山連盟理事長	 今田	惇治
	 	 太陽電機工業会長	 兼信英雄
	 	 浅口市観光協会会長	 中務祺九大
	 	 岡山連盟県副コミ	 光畑俊行
	 	 金光教新見教会長	 山田實雄
	 	 司法書士	 山本直樹
理事長	 両備HD社長	 松田	久
常務理事	 岡山連盟理事	 金光善行
理　事	 岡山エフエム放送社長	 若狭正吾
	 	 浅口第 3団指導者		 加藤周子
	 	 岡山連盟副理事長	 岡本耕治
監　事	 公認会計士	 中間信一
	 	 前財団評議員	 大武一彦
事務局	 岡山連盟第 3地区コミ	 古澤太一朗

特別会員	
金光平輝

個人会員
	 板野元次、金光善行、岡本耕治、高取嘉
三郎、坪井宏通、小坂進、中藤収、島村正樹、
若狭正吾、光畑俊行、金光榮理雄、菊池東、
金光道晴、越宗孝昌、岡嶋正和、栗山敦美、
西尾栄治郎、今田惇治、嶋田寛、加藤周子、
大角久夫、松田久、瀧上隆夫、山本直樹

団体会員
	 伊澤照人、末長範彦、（株）中国銀行、金
光教西大寺教会、暁電業（株）、太陽電機
工業（株）、（株）セイコー電機製作所、三
親電材（株）水島営業所、八州電気工業
（株）、アステック（株）、テレビせとうち株式会
社、（株）山陽新聞社、神免紙器（株）中
務祺九大、（株）大本組、両備ホールディング
ス、山陽放送（株）、（株）山下体育社
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平成26年度（2 0 1 4）

岡山連盟役職員
連盟長	 伊原木	隆太（岡山県知事）
副連盟長	 竹井千庫（県教育長）
	 	 金光榮理雄
理事長	 岡本耕治
副理事長	 中本正行（生涯学習課長）
	 	 坪井喜久太	 	
理事
	 脇本富治（第 1地区）、渡辺真道（第 2地区）
塩飽孝昭（第 3地区）

理事（学職経験者）
	 坪井慈朗、星山正一、岡本明広、西山勝正、
杉本興一、金光善行

監事	
葛間紘介、板野元次

名誉会議議員
	 土岐隆信、吉田紀雄、山田貞秀、陶山好雄、
幡山寛念、薬師寺正志、安田明、岡本猛

県連盟コミッショナー	
廣田裕

県連盟副コミッショナー
	 光畑俊行、廣田利香、横山卓生
事務局長	
木多琢二

事務局次長
	 坪井慈朗
事務局員	
見村三吉、杉本興一、岡本明広、岡谷悦子

顧問	
逢沢一郎、加藤勝信、大本榮一、岡成敏正、
伊原木	一衛、石井正弘、平沼赳夫、橋本岳

相談役	
野津喬、森雅夫、伊東香織、宮地昭範、石
垣正夫、片岡聡一、栗山康彦、友實武則、太
田昇
地区コミッショナー
第 1地区コミッショナー	 柴田智文
　副コミッショナー　西本洋一
第 2地区コミッショナー	 森定信吉
　副コミッショナー　相浦正徳、小野幹治、篠森
久芳

第 3地区コミッショナー	 古澤	太一朗
　副コミッショナー　森浩紀、金光清治

地区事務長
第 1地区	 見村三吉
第 2地区	 杉本興一
第 3地区	 岡本明広

各種運営委員会
会員拡充委員長　坪井慈朗
　副委員長　見村三吉
　委員　小山明彦、濱崎繁子、東條美恵子
指導者養成委員長　廣田利香
　委員　福田真理子、杉本晴美、赤木啓子
行事委員長　星山正一
　副委員長　岡本明宏
　委員　植中和彦、薬師寺優、瀬良田誠
進歩委員長　西山勝正
　副委員長　杉本興一
　委員　植中和彦、池本守、河村理恵

23WSJ 岡山連盟企画実行特別委員会
	 委員長　脇本富治

トレーニングチーム
ディレクタ一	　廣田利香
	 廣田裕、木多琢二、野上健治、石井照彦、
横山卓生、古澤太一朗

一般財団法人「岡山県ボーイスカウト振興財団」
評議員長	 中国銀行専務	 坪井宏通
副評議員長	山陽新聞会長	 越宗孝昌
評議員	 太陽電機工業会長	 兼信英雄
	 	 浅口市観光協会会長	 中務祺九大
	 	 岡山連盟県副コミ	 光畑俊行
	 	 金光教新見教会長	 山田實雄
	 	 司法書士	 山本直樹
理事長	 両備HD社長	 松田	久
常務理事	 岡山連盟理事	 金光善行
理　事	 岡山エフエム放送社長	 若狭正吾
	 	 浅口第 3団指導者		 加藤周子
	 	 岡山連盟理事長	 岡本耕治
監　事	 公認会計士	 中間信一
	 	 前財団評議員	 大武一彦
事務局	 岡山連盟第 3地区コミ	 古澤太一朗

特別会員	 金光	平輝（金光教教主）
	 	 平井清志（高梁第 1団本部）
個人会員
	 中山基弘（中国銀行金光支店長）
	 吉田紀雄（岡山連盟名誉会議議員）
	 山田貞秀（岡山連盟名誉会議議員）
	 小坂進（ボーイスカウトOB）
	 岡本耕治（財団理事・岡山連盟理事長）
	 高取嘉三郎（ボーイスカウト盟OB）
	 加藤周子（財団理事）
	 金光善行（財団常務理事・岡山連盟理事）
	 山本直樹（財団評議員・司法書士）
	 岡嶋正和（ボーイスカウトOB）
	 坪井宏通（財団評議員長・中国銀行専務）
	 中藤	収（玉島活版所社長）
	 田村紀人（JR西日本本社営業本部）
	 魚本佳秀（JR西日本本社営業本部）
	 栗山敦美（浅口市長夫人）
	 若狭正吾（財団理事・おかやまFM社長）
	 松田	久（財団理事長・両備ホールデング社長）
	 菊池	東（菊池酒造社長）
	 馬場秀雄（岡山第 26 団指導者）
	 越宗孝昌（財団副評議員長）
	 金光道晴（金光学園校長）
	 光畑俊行（財団評議員・県連盟副コミ）
	 林田広司（JR岡山支社営業課長）
	 瀧上隆夫（チクバ胃腸科外科院長）
	 嶋田		寛（ボーイスカウトOB）
	 幡山寛念（岡山連盟名誉会議議員）
団体会員
	 （株）山下体育社
	 神免紙器（株）	中務祺九大
	 （株）伊澤洋行会長	伊澤照人
	 （株）中国銀行
	 両備ホールディングス
	 JR 岡山支社営業課
	 岡山トヨペット（株）	末長範彦
	 山陽放送（株）
	 （株）大本組
	 太陽電機工業（株）
	 テレビせとうち株式会社
	 （株）山陽新聞社

岡山連盟役員名簿
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平成 16年
4/11	 サン基金面接会（サン基金事務局）事務局長
4/22	 県連盟コミッショナー会議（県連プレハブ）
5/7	 サン基金助成金贈呈式（チボリ公園アンデルセンホール）事務局長
5/9	 ラリー全体行事スタッフ打ち合わせ会（岡山市京山公民館）
5/12	 スカウトラリー打ち合わせ会（慈愛幼稚園）
5/13	 会計監査（金光教西大寺教会）小林・矢吹監事
5/15	 日本連盟年次全国会議（名古屋市）	

理事長・県コミ・海老原・西田・岡本・事務局長
5/16	 県連盟理事長会議（名古屋市）理事長
5/16	 県連盟コミッショナー会議（名古屋市）金光県コミ
5/20	 日本連盟評議員会議（尚友クラブ）西田副連盟長
5/20	 県連盟コミッショナー会議（県連プレハブ）
5/21	 国体岡山大会実行委員会（ホテルグランビア）西田副連盟長
5/22	 スカウトラリー準備（胎金寺野営場）
6/	2	 岡山県交通安全対策協議会（カルチャーホテル）西田副連盟長
6/5	 スカウトラリー後片付け（胎金寺野営場）
6/6	 岡山連盟理事会・名誉会議（金光教本部教庁）
6/6	 岡山連盟年次総会（金光教本部教庁）
6/8	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）
6/12〜 13	トレーニングセミナー（ボーイスカウト会館）岡本コミ・高崎
6/16	 岡山連盟維持財団評議員会・理事会（レストラン夢二）板野事務局長
6/19〜 20		全国県連盟コミッショナー会議（国立青少年総合センター）	

岡本コミ・高崎式子
6/28	 個人情報保護法説明会（ピュアリテイまきび）事務局長
7/1	 青少年問題を考え行動する100 人委員会（ホテルグランビア）	

西田副連盟長
7/4	 地区コミッショナー研究集会（倉敷健康福祉プラザ）参加者 16 名
7/13	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）
7/14	 県連盟指導者養成委員会（岡山市青年の家）
7/17	 県連盟総務委員会（金光教大阪教会控所）
7/17	 県連盟理事会（金光教大阪教会控所）
7/29	 県連盟コミッショナー会議（県コミ宅）
8/7	 トレーニングチーム集会
8/17	 地区コミッショナー研究集会（岡山 17 団本部）
8/17	 「菊章」進級面接（岡山 17 団本部）1名
8/27	 県連盟コミッショナー会議（県連プレハブ）
9/4	 アダルトリソーシス委員会のブロック訪問（鴨方町福祉会館）
9/11	 県連盟総務委員会（岡山市青年の家）
9/11〜 12	コミッショナー研修所所員会議（備北青年の家）
9/18	 「菊章」進級面接（金光教大阪教会控所）16 名
9/18	 県連盟理事会（金光教大阪教会控所）
9/22	 地区コミッショナー研究集会（金光町公民館）
9/23	 トレーニングチーム集会（久米南美しい森）12 名
9/28	 「子どもゆめ基金」説明会（高松市）
10/1	 国体推進スカウト実行委員会（倉敷上東砂原集会所）
10/13	指導者養成委員会（総社市中央公民館）金光県コミ

10/16 〜 17	全国連盟コミッショナー会議（珠洲市）藤原プログラム委員長
10/16 〜 17	「ICTの青少年プログラムに果たす役割」シンポジウム	

（青少年総合センター）11 名
10/19	トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）
10/21	県連盟コミッショナー会議（県連プレハブ）
11/4	 （仮称）企画調整会議（浅口 1団本部）9名
11/9	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）13 名
11/14	日本連盟広報研究会（愛媛県）岡本耕治、吉永啓介、高崎式子
11/18	県連盟組織検討委員会（仮称）（岡山市青年の家）
11/20 〜 21 全国組織拡充セミナー（千葉「新日鉄研修センター」）高山敏之
11/20	「富士スカウト」進級面接（岡山市青年の家）2名
11/21	「富士スカウト」進級面接（岡山市青年の家）4名
11/22	県連盟コミッショナー会議（金光県連盟コミ宅）4名
11/27 〜 28 県連盟ディレクター研究集会（東京スカウト会館）廣田裕
11/27 〜 28 全国事務局長会議（青少年総合センター）今田事務局長
12/1	 （仮称）企画調整会議（浅口 1団本部）9名
12/3	 地区コミッショナー研究集会（落合町サンプラザ）
12/4	 総務委員会（岡山市青年の家）
12/4〜 5	中国・四国ブロック会議（高知県伊野簡保センター）	

理事長・県コミ・事務局長
12/11 〜 12「スカウトクラブ」設立準備会（新見いぶきの里）7名
12/14	トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）10 名
12/15	国体推進スカウト実行委員会（倉敷上東砂原集会所）
12/18	県連盟理事会（金光教大阪教会控所）
12/24 〜 26 第 15 回スカウトフォーラム（広島青少年野外センター）榎佑樹

平成 17年
1/13	 登録システム講習会（岡山市青年の家）
1/14	 トレーニングチーム集会（岡山市内）9名
1/16	 団代表者会議・団連絡会（岡山市青年の家）35 名
1/23	 団運営研修会（岡山市青年の家）14 名
1/23	 登録説明会（IT講習会）（岡山市青年の家）
1/23	 海外派遣員選考会（大阪中央青年センター）4名
1/26	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）
1/27	 県コミッショナー会議（金光）5名
2/1	 国体推進スカウト実行委員会（倉敷上東砂原集会所）
2/2	 名誉会議資料作成（金光）5名
2/5〜 6	 県連盟コミッショナー会議（スカウト会館）金光県コミ
2/6	 傷害共済制度説明会（スカウト会館）今田事務局長
2/13	 名誉会議（金光教大阪教会控所）11 名出席
2/13	 登録システム講習会（岡山市青年の家）
2/26	 総務委員会（岡山市青年の家）
2/26〜 27	トレーナー集会（広島県）8名
3/4	 企画調整会議（金光教大阪教会控所）
3/6	 加盟登録作業・審査（岡山市青年の家）
3/8	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）
3/10	 プログラム委員会

事業日誌
平成16年度（2 0 0 4）
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事業日誌

3/11	 県連盟理事会（金光教大阪教会控所）
3/13	 「菊章」進級面接（岡山県青年館）1名
3/16	 地区コミッショナー研究集会（新見山村開発センター）

平成17年度（2 0 0 5）
4/5	 プログラム委員会（岡山市青年の家）
4/12	 プログラム委員会（岡山市青年の家）
4/19	 国体実行委員会（上東砂原公民館）
4/22	 スカウトフェスタ説明会（総社 3団本部）34 名
4/26	 スカウトフェスタ実行委員会（岡山市青年の家）
4/27	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）8名
5/10	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）9名
5/14	 全国評議員会議（青少年総合センター）理事長
5/15	 会計監査	 監事（吉永啓介、塩飽孝昭）理事長、事務局長
5/17	 岡山県青少年育成県民会議総会（岡山福祉会館）西田副連盟長
5/19	 県連盟コミッショナー会議（金光）5名
5/20	 青少年問題を考える100 人委員会（岡山三光荘）西田副連盟長
5/21〜 22	日本連盟全国大会（ゼップフクオカ）理事長、事務局長
	 全国県連盟コミッショナー会議（福岡ソフトリサーチパーク）金光和道
5/24	 県青少年育成会議	家庭対策部会（岡山県庁）事務局長
5/29	 地区コミッショナー研究集会（岡山市青年の家）13 名
5/31	 岡山県青少年問題協議会（岡山まきび荘）西田副連盟長
6/1	 県交通安全対策協議会（カルチャーホテル）西田副連盟長
6/7	 国体等実行委員会総会（岡山国際ホテル）西田副連盟長
6/11	 トレーニングチーム集会（友愛の丘）3名
6/13	 青年館によるキャンプ場視察（下町川キャンプ場）青年館 3名	

藤原、木多、今田
6/13	 第 1 回 14NJ 準備会（浅口第 1団本部）21 名
6/14	 国体実行委員会（上東砂原公民館）	
6/17	 維持財団理事・評議員会（夢二）理事長、事務局長、山田、小林
6/18	 「菊章」面接（金光教本部教庁）3名
6/19	 理事・名誉会議議員合同会議（金光教本部教庁）
6/19	 平成 17 年度県連盟年次総会（金光教本部教庁）
6/23	 GSとの6人委員会（ロイヤルホスト早島）金光・高崎・脇本・松本
6/25	 県連盟下町川キャンプ場整備作業（下町川キャンプ場）7名
6/29	 全国障害者大会式典補助員任命式（岡山県庁）西田副連盟長
7/1	 青少年問題 100 人委員会総会（ホテルグランビア）西田副連盟長
7/1	 トレーニングチーム集会（サンデーズ・サン）3名
7/5	 第 2 回 14NJ 準備会（浅口第TL団本部）14 名
7/6	 総務委員会（岡山市青年の家）9名
7/9〜 10	第 2 回全国地区委員長セミナー（青少年総合センター）横山
7/11	 理事会（金光教大阪教会控所）
7/12	 国体拡大実務者会議（上東砂原公民館）18 名
7/13	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）8名
7/20「菊章」面接（岡山第 17 団団本部）4名
7/17	 国体奉仕合同研修会（岡山県総合グラウンド）
7/31	 故渡邊昭前総長お別れの会（東京プリンスホテル）今田事務局長
8/6	 第 1 回 8SC 運営協議会（松山市活動センター）岡本・高崎
8/9	 トレーニングチーム集会（岡山市東山公民館）4名
8/24	 国体実務者拡大会議（上東砂原集会所）16 名
8/25	 県連盟コミッショナー会議（金光）4名
8/27	 総務委員会（倉敷健康福祉プラザ）8名
8/29	 第 3 回 14N	J 準備会（浅口第 1団本部）1	4 名
9/9	 研修所開設プロジェクトチーム会議（岡山市内）4名
9/9	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）4名
9/16	 地区コミ研究集会（倉敷健康プラザ	）12 名
9/26	 「菊章」面接（西大寺第 1団本部）10 名

9/27	 プログラム委員会（岡山市青年の家）6名
10/6	 全国評議員会議（青少年総合センター）金光理事長
10/10	第 2 回 8SC 運営協議会（香川県宇多津）岡本・高崎・廣田
10/11	トレーニングチーム集会（サンデーズ・サン）6名
10/13	下町川キャンプ場整備について打合せ（岡山青年館）事務局長
10/14	県連盟コミッショナー会議（金光）
10/22 〜 23 全国県連盟コミッショナー会議（沖縄体協会館）金光和道
10/30	第 5 回全国障害者スポーツ大会練習（岡山県総合グランド）	
11/8	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）8名
11/12	理事会（金光教大阪教会控所）	
11/15	プログラム委員会（岡山市青年の家）8名
11/16	指導者養成委員会（総社市中央公民館）10 名
11/18	組織改変検討委員会（浅口 1団本部）11 名
11/19 〜 20中国・四国ブロック会議（松江市）	

理事長・岡本県副コミ・事務局長
11/19	全国少年団体指導者研修会（吉備少年自然の家）藤原委員長
11/26	総務委員会（岡山市青年の家）10 名
11/26 〜 27 全国事務局長会議（東京スカウト会館）事務局長
12/2	 地区コミ研究集会（金光町民会館）15 名
12/10	団運営研修所所員会議（岡山市青年の家）9名
12/11	国体関係団体に対する感謝状贈呈（岡山国際ホテル）西田副連盟長
12/13	トレーニングチーム集会（昇龍菜館）7名
12/14	14NJ 実行委員会（浅口第 1団本部）
12/17	理事会（金光教大阪教会控所）

平成 18年
1/10	 トレーニングチーム集会（岡山サンデーサン）8名
1/14〜 15	全国組織拡充セミナー（東京スカウト会館）西山県副コミ
1/15		団代表者会議・団連絡会（岡山市青年の家）22 団 34 名
1/15	 「富士章」面接（岡山市青年の家）2名
1/20	 新年会（ピュアリテイまきび）12 名
1/21	 全国評議員会議（青少年総合センター）金光理事長
2/2	 名誉会議資抖作成（県コミ宅）7名
2/5	 スカウトフェスタ打合せ会（鴨方公民館）11 名
2/8	 坂本名誉会議議員告別式（セレマ西大寺）河本副理事長他
2/11	 名誉会議（金光教大阪教会控所）9名
2/12	 継続登録説明会（岡山市青年の家）15 名
2/12	 日本連盟トレーナー研究集会（静岡）1名
2/14	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）7名
2/15	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）9名
2/17	 県コミッショナー会議（金光）
2/1	 県民会議家庭部会（岡山・西村ビル）今田事務局長
2/21	 スカウトフェスタ実行委員会（鴨方公民館）18 名
2/23	 「晴れの国おかやま」県民会議幹事会（三光荘）今田事務局長
2/24	 個人情報保護法講演会（アークホテル岡山）高崎県副コミ
2/25〜 26	日本連盟トレーナー研究集会（山口・ホテルタナカ）6名
3/4	 総務委員会（岡山市青年の家）6名
3/5	 継続登録審査（岡山市青年の家）
3/11	 理事会（浅口 1団本部）13 名
3/13	 岡山西ロータリークラブより助成金受領（岡山全日空ホテル）	

今田事務局長
3/14	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）7名
3/17	 地区コミッショナー研究集会（落合サンプラザ）14 名
3/18	 日本連盟評議委員会（東京）金光理事長
3/18	 WB研修所所員会議（鴨方公民館）10 名
3/19	 「富士スカウト」面接（岡山青年館）3名
3/23	 企画調整会議（浅口 1団本部）7名
3/29	 スカウトフェスタ実行委員会（鴨方公民館）
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平成18年度（2 0 0 6）
4/9	 ウッドバッジ研修所準備（金光聖ヶ丘）9名
4/11	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）6名
4/14	 スカウトフェスタ説明会（浅口市健康福祉センター）38 名
4/19	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）9名
4/22	 総務委員会（岡山市青年の家）
4/23	 ブロック県連盟コミ会議（岡山県青年館）岡本・西山副コミ
4/26	 14NJ 実行委員会（岡山市青年の家）22 名
4/30	 ウッドバッジ研修所準備（金光聖ヶ丘）14 名
5/9	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）6名
5/13	 スカウトフェスタ実行委員会（鴨方公民館）16 名
5/15	 県連盟組織検討委員会（浅口第 1団本部）8名
5/18	 日本連盟評議委員会（青少年センター）事務局長
5/21	 会計監査	 監事（吉永啓介、塩飽孝昭）理事長、事務局長
5/26〜 28	日本連盟全国大会・県連盟コミッショナー会議（石川県和倉）	

理事長、事務局長、県コミ
6/1	 企画調整会議（浅口第 1団本部）7名
6/6	 教育委員長に副連盟長要請（岡山県庁）理事長、事務局長
6/13	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）6名
6/14	 スカウトフェスタ実行委員会（鴨方公民館）17 名
6/15	 県連盟コミッショナー会議（県コミ宅）
6/17	 菊・海外派遣員面接（金光図書館）15 名
6/18	 理事会・名誉会議（金光教本部教庁）
6/18	 年次総会（金光教本部教庁）54 名
6/19	 財団理事会・評議員会（岡山・夢二）金光・今田
7/1〜 2	 8SC 打合せ（松山市）
7/2	 プログラム研究会（岡山青年館）15 名
7/8	 理事会（金光教大阪教会控所）19 名
7/11	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）5名
7/18	 総務委員会（総社市中央公民館）10 名
7/19	 プログラム委員会（総社市中央公民館）7名
7/19	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）5名
7/22	 14NJ 関係荷物積込（金光・下渕駐車場）
8/2	 14NJ 結団式・壮行式（県総合グランド）
8/19	 14NJ 関係荷物到着（金光下渕駐車場）
8/23	 岡山県青少年県民会議（三光荘）今田事務局長
8/24	 企画調整会議（浅口 1団本部）6名
8/28	 地区コミッショナー集会（浅口 1団本部）15 名
9/9〜 10	トレーニングチーム集会（瀬戸内マリンホテル）7名
9/11	 地区コミッショナー集会プログラム委員会（浅口 1団本部）17 名
9/13	 緊急指導者集会（浅口 1団本部）17ヶ団・39 名
9/16	 理事会（金光教大阪教会控所）18 名
9/16	 富士章面接（金光教大阪教会控所）3名
10/8〜 9	 14NJ・8SC 反省会（松山市）岡本派遣団長
10/10	トレーニングチーム集会（岡山市内）6名
10/11	安全・安心岡山県民推進大会（岡山市内）今田事務局長
10/14 〜 15 県連盟コミッショナー会議（松江市）金光県連コミ
10/18	ボーイ隊県野営企画会議（浅口 1団本部）16 名
10/18	菊章面接（浅口 1団本部）2名
10/21	日本連盟評議員会議（青少年センター）理事長
10/21	21WSJ 派遣隊長会議（スカウト会館）大林誠
10/25	総務委員会（総社市中央公民館）5名
10/25	指導者養成委員会（総社市中央公民館）8名
11/3	 プレ「まなびピア岡山」（生涯学習センター）
11/4〜 5ブロック会議（徳島市）理事長、県コミ、事務局長
11/11	逢沢県連盟顧問との懇談会　岡本・高崎県副コミ、事務局長
11/11	トレーニングチーム集会（岡山市内）7名
11/18	ベンチャー集会（浅口第 1団本部）指導者 9名スカウト16 名
11/19	救急章講習会（浅口第 1団本部）指導者 11 名スカウト29 名
11/22	県キャンプ企画会議（浅口第 1団本部）13 名

11/23	21WSJブロック会議（大阪青年センター）大林誠
11/24	企画調整会議（浅口第 1団本部）6名
11/26	子供のリズム向上フォーラム（生涯学習センター）
12/1	 地区コミッショナー集会（浅口第 1団本部）10 名
12/2	 県キャンプ会場下見（塩釜キャンプ場）11 名
11/2	 理事会（金光教大阪教会控所）17 名
12/17	トレーニングチーム集会（岡山市内）7名

平成 19年
1/14	 団連絡会（岡山児童会館）28 名
1/16	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）5名
1/17	 合同野営企画会議（浅口第 1団本部）10 名
1/20 〜 21	県連盟コミッショナー会議（青少年センター）岡本県コミ
1/24	 総務委員会（総社市中央公民館）7名
1/24	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）9名
1/27	 日本連盟評議員会議（青少年センター）岡本県コミ
1/28	 登録説明会（岡山市青年の家）
1/28	 菊章面接（岡山市青年の家）1名
1/31	 県コミッショナー会議（金光和道宅）7名
2/9	 団委員長懇談会（山の葡萄）16 名
2/10 〜 11	全国組織拡充セミナー（スカウト会館）今田事務局長
2/12	 名誉会議（金光教大阪教会控所）11 名
2/12	 菊章面接（金光教大阪教会控所）1名
2/14	 合同野営企画会議（浅口第 1団本部）17 名
2/17 〜 18	日本連盟トレーナー研究集会（松山にぎたつ会館）8名
2/18	 日本連盟トレーナー研究集会（青少年センター）廣田・野上
2/18	 21WSJ 隊長会議（スカウト会館）大林誠
2/28	 企画調整会議（浅口第 1団本部）
3/3	 ブロック県連盟コミッショナー会議（香川県青少年センター）3名
3/4	 菊章面接（岡山県児童会館）1名
3/4	 登録審査（岡山県児童会館）
3/12	 岡山西ロータリークラブ助成金授与式（全日空ホテル）今田事務局長
3/13	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）5名
3/14	 合同野営企画会議（落合公民館）15 名
3/14	 県青少年育成県民会議（県開発公社ビル）西田副連盟長
3/15	 日本連盟評議委員会（国立競技場）今田事務局長
3/18	 サン基金交付説明会（倉敷サン基金本部）穂積久史プログラム委員
3/23	 都市緑化フェア実行委員会（グランビア岡山）今田事務局長
3/24	 ウッドバッジ実修所準備（金光聖ヶ丘）7名
3/31〜 4/1ウッドバッジ実修所所員会議（金光）3名

平成19年度（2 0 0 7）
4/15	 合同野営現地説明会（蒜山塩釜キャンプ場）33 名
4/18	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）7名
4/21	 「菊章」面接（西大寺第 5団本部）1名
4/22	 ウッドバッジ実修所準備（金光聖ヶ丘野営場）21 名
4/26	 サン基金助成金贈呈式（チボリ公園）穂積久史
5/8	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）
5/17	 全国評議員会議（東京青少年センター）今田事務局長
5/19	 会計監査　監事（吉永啓介、塩飽孝昭）、理事長、事務局長
5/25〜 27	日本連盟全国大会・県連盟コミッショナー会議（東京青少年総合セ

ンター）理事長、事務局長、岡本県コミ、野上
6/6	 企画調整会議（金光和道宅）6名
6/9	 FOS 少年団リーダー研修会奉仕（長船美しい森）3名
6/10	 ウッドバッジ実修所参加者の集い（西大寺第 5団本部）10 名
6/10	 「菊章」面接（西大寺第 5団本部）2名
6/12	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）
6/13	 合同野営運営会議（浅口第 1団本部）19 名
6/16	 年次総会準備（浅口市健康福祉センター）12 名
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6/17	 理事・名誉会議議員合同会議（浅口市健康福祉センター）18 名
6/17	 平成 19 年度年次総会（浅口健康福祉センター）51 名
6/26	 生涯学習フェスティバル説明会（岡山県立図書館）藤原
7/1	 青少年問題を考え行動する100 人委員会（ホテルグランビア）	

西田副連盟長
7/4	 合同野営企画会議（浅口第 1団本部）18 名
7/5	 日本生命財団助成金授与式（岡山県立図書館）西大寺第 5団
7/7	 ブロック県連盟コミッショナー会議（岡山県青年館）2名
7/7	 菊章面接（岡山県青年館）1名
7/7	 菊章面接（金光教大阪教会控所）1名
7/7	 野営場管理委員会（金光教大阪教会控所）7名
7/7	 理事会（金光教大阪教会控所）14 名
7/8	 菊章面接（西大寺第 5団本部）3名
7/8	 ウッドバッジ実修所参加者の集い（西大寺第 5団本部）
7/10	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）
7/17	 総務委員会（総社市中央公民館）10 名
7/21	 指導者導入訓練スタッフ研修会（大阪府立青少年会館）	

岡本県コミ、廣田裕
7/22	 募集セミナー（岡山県青年館）講師：渡邊富昭、参加者 33 名
7/24	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）8名
7/25	 合同野営企画会議（浅口第 1団本部）18 名
8/1	 サンライズセレモニー（県内各地）岡山 4・西大寺 1、総社 3、浅口 1
8/21	 トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）6名
8/24	 企画調整会議（浅口第 1団本部）5名
8/29	 地区コミッショナー集会（浅口第 1団本部）2名
9/1	 「菊章」面接（西大寺第 5団本部）1名
9/11	 スカウト技能向上研究会打合せ会（岡山市青年の家）14 名
9/15	 理事会（金光教大阪教会控所）19 名
9/16 〜 17	WB研修所所員会議（備北青年の家）16 名
9/21	 23WSJ日本招致活動に関する県連訪問（倉敷芸文館）
	 日連（西村稔、木本史郎）県連（金光榮理雄、脇本富治、今田惇治）
10/16	トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）9名
10/17	地区コミッショナー集会（新見市山村開発センター）14 名
10/20 〜 21 県連盟コミッショナー会議（東京青少年センター）岡本県コミ
10/22	全国評議員会（東京青少年センター）岡本県コミ
10/23	総務委員会（金光教総社教会）7名
10/24	指導者養成委員会（総社市中央公民館）11 名
10/25	プログラム委員会（岡山市青年の家）12 名
11/2 〜 6	第 19 回全国生涯学習フェスティバル（県総合グランド他）
11/11	「富士章」面接（岡山県青年館）1名
11/13	トレーニングチーム集会（ホテルオークラ）9名
11/17 〜 18中国・四国ブロック会議（鳥取市）岡本県コミ、今田、木多
11/21	企画調整会議（浅口第 1団本部）5名
12/1〜 2	隊指導者訓練改定説明会（東京青少年センター）	

岡本県コミ、廣田裕
12/5	 地区コミ・プログラム委員合同会議（浅口第 1団本部）16 名
12/7	 県連盟忘年会（味司野村）16 名
12/9	 「菊章」面接（西大寺第 5団本部）2名
12/11	トレーニングチーム集会（岡山市青年の家）8名
12/15	理事会（金光教大阪教会控所）12 名

平成 20年
1/13	 団連絡会（岡山市青年の家）24 名
1/13	 隊長連絡会（岡山市青年の家）20 名
1/19 〜 20	県連盟コミッショナー会議（東京青少年センター）岡本県コミ
1/22	 総務委員会（総社市中央公民館）7名
1/23	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）10 名
1/24	 プログラム委員会（総社市中央公民館）9名
1/26	 臨時評議員会（東京青少年センター）今田副理事長
1/27	 青少年問題シンポジウム（県立美術館ホール）	

西田副連盟長、今田事務局長

1/27	 登録説明会（岡山市青年の家）18 名
2/1	 青少年県民会議家庭対策部会（岡山県庁）今田事務局長
2/5	 表彰申請書点検（金光和道宅）岡本コミ、脇本、高崎、石井、岡本ァ、

西本、金光和道、今田
2/7	 「菊章」面接（岡山市青年の家）1名
2/8	 団委員長懇談会（ピュアリテイまきび）13 名
2/8〜 9ブロックトレーナー研究集会（香川県）	

岡本・金光・木多・安東・増田・大野・西本
2/11	 名誉会議（金光教大阪教会控所）7名
2/17	 トレーナー研究集会（兵庫県）廣田
2/17	 ガールスカウトシンキングデー出席（国際交流センター）岡本県コミ
2/19	 岡山県青少年問題協議会（サンビーチおかやま）今田事務局長
2/20	 企画調整会議（浅口第 1団本部）8名
2/23	 募集担当者会議（岡山市青年の家）13 名
2/24	 トレーナー研究集会（東京都）野上
3/1	 ご植樹（胎金寺キャンプ場）16 名
3/1	 理事会（金光教大阪教会控所）11 名
3/9	 登録審査（岡山市青年の家）10 名
3/9	 トレーナー集会（岡山市青年の家）
3/13	 評議員会（東京青少年センター）今田副理事長
3/14	 県青少年育成県民会議（県開発公社ビル）西田副連盟長
3/15〜 16	全国組織拡充セミナー（東京スカウト会館）今田事務局長
3/17	 岡山西ロータリークラブ青少年健全育成基金授与式（全日空ホテル）

今田事務局長
3/19	 地区コミッショナー集会（津山コミュニティーセンター）
3/20	 記念植樹（下町川キャンプ場）6名
3/20	 全国都市緑化フェア1年前祭（岡山駅前広場）金光理事長
3/22〜 23	WBビーバー・ローバー研修所所員会議（備北青年の家）9名
3/28	 全国都市緑化フェア実行委員会総会（ホテルグランビア）今田淳二
3/30	 隊指導者のための安全セミナー（東京スカウト会館）西本洋一
3/30	 「富士章」面接（倉敷公民館）1名

平成20年度（2 0 0 8）
4/3	 海外派遣面接（吉備公民館）2名
4/6	 ブロック県連盟コミッショナー会議（岡山県青年館）岡本県コミ、脇本

県副コミ、今田事務局長
4/12	 ウッドバッジ研所準備（胎金寺キャンプ場）5名
4/12〜 13	トレーニングチーム研修会（備北青年の家）7名
4/15	 総務委員会（総社市中央公民館）8名
4/16	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）11 名
4/17	 プログラム委員会（総社市中央公民館）12 名
4/24	 フェスタ2008 実行委員会（浅口市健康福祉センター）14 名
5/10	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）5名
5/13	 日本連盟評議委員会（東京青少年センター）金光理事長
5/21	 会計監査（理事長宅）監事（塩飽孝昭、吉永啓介）	

理事長、事務局長
5/23〜 25	ボーイスカウト全国大会・理事長懇談会・県連盟コミッショナー会議	

（クラウンプラザ神戸）今田副理事長、岡本県コミ、木多事務局員
6/4	 企画調整会議（浅口第 1団本部）9名
6/8	 募集セミナー（岡山市東山公民館）16 名
6/10	 トレーニングチーム集会岡山市東山公民館）6名
6/14	 年次総会準備（金光教本部教庁）7名
6/15	 理事・名誉会議議員合同会議（金光教本部教庁）21 名
6/15	 平成 20 年年次総会（金光教本部教庁）49 名
6/20	 財団理事・評議員会（両備ビル）
6/25	 日本生命財団助成金贈呈式（岡山県立図書館）倉敷第 16 団
6/26	 スカウトフェスタ実行委員会（浅口市鴨方中央公民館）17 名
7/5	 理事会（金光教大阪教会控所）14 名
7/6	 「菊章」面接（岡山市東山公民館）5名
7/8	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）7名
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7/12	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）8名
7/14〜 18	第 38 回世界スカウト会議（韓国済州島）岡本耕治、今田惇治
7/22	 総務委員会（総社市中央公民館）9名
7/23	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）11 名
7/24	 プログラム委員会（総社市中央公民館）9名
7/24	 「菊章」面接（金光教総社教会）1名
8/10	 「菊章」面接（岡山市南公民館）3名
8/19	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）5名
9/13	 理事会（浅口第 1団本部）19 名
9/24	 スカウト技能向上研究会打合せ（浅口第 1団本部）12 名
10/12	トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）6名
10/18 〜 19 県連盟コミッショナー会議（青少年総合センター）岡本耕治
10/23	評議員会（青少年総合センター）金光榮理雄
10/23	スカウトフェスタ本部連絡会議（浅口中央公民館）23 名
10/25	地区コミッショナー会議（備北青年の家）11 名
11/2 〜 3	中国・四国ブロック会議（香川県宇多津）金光理事長、岡本県コミ、

今田事務局長
11/11	トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）7名
11/15	スカウトフェスタ前日準備（ビッグハット）28 名
11/26	企画調整会議（浅口第 1団本部）7名
11/29 〜 30 全国事務局長会議（東京スカウト会館）今田惇治
12/3	 地区コミ・プログラム委員合同会議（浅口第 1団本部）12 名
12/5	 祝賀会（三好野）26 名
12/6	 理事会（金光教大阪教会控所）13 名
12/6 〜 7	県連盟ディレクター研究集会（東京青少年総合センター）廣田裕
12/9	 トレーナーチーム集会（岡山市津高公民館）6名

平成 21年
1/10	 ローバー集会（芳田公民館）7名
1/11	 団代表者会議・団連絡会（金光公民館）27 名
1/13	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）7名
1/14	 GSとの連絡会（ロイヤルホスト早島）4名
1/17〜 18	県連盟コミッショナー会議（青少年総合センター）岡本耕治
1/20	 総務委員会（総社市中央公民館）9名
1/21	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）12 名
1/22	 プログラム委員会（総社市中央公民館）9名
1/24	 日本連盟評議委員会（青少年総合センター）今田	 惇治
1/25	 団委員の集い（岡山市東山公民館）14 名
1/25	 継続登録説明会（岡山市東山公民館）16 名
1/31 〜 2/1 全国組織拡充セミナー（東京スカウト会館）石井照彦
2/21	 岡山青年館開館 20周年記念式（岡山青年館）板野元次
2/4	 県連盟コミッショナー会議（金光和道氏宅）7名
2/5	 県青少年育成会議第三部会（生涯学習センター）西田副連盟長
2/6	 団委員長懇談会（後楽ホテル）10 名
2/7〜 8ブロックトレーナー集会（岡山青年館）11 名
2/10	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）7名
2/11	 名誉会議（金光教玉水教会控所）8名
2/18	 企画調整会議（浅口第 1団本部）5名
2/21	 募集担当者会議（岡山市東山公民館）13 名
3/7	 理事会（金光教玉教会控所）10 名
3/8	 継続登録事務処理（岡山市東山公民館）
3/9	 岡山西ロータリークラブ助成授与式（全日空ホテル）今田事務局長
3/10	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）8名
3/11	 県連盟コミッショナー会議（浅口第 1団本部）8名
3/12	 岡山県青少年育成県民会議（岡山県開発公社ビル）西田副濂叨長
3/17	 日本連盟評議委員会（青少年総合センター）金光理事長
3/18	 地区コミ・プログラム委員合同会議（浅口第 1団本部）14 名
3/20	 緑化フェア開会式（緑化フェア会場）今田惇治
3/28〜 29	ベンチャー大会広島基地会議（金光教呉教会）	

岡本耕治、大林誠

平成21年度（2 0 0 9）
4/4	 合同野営現地説明会（蒜山塩釜キャンプ場）22 名
4/4	 「菊章」面接（蒜山塩釜キャンプ場）2名
4/11	 中国・四国ブロック会議（岡山県青年館）	

金光榮理雄、岡本耕治、今田惇治
4/14	 総務委員会（清音公民館）7名
4/15	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）9名
4/16	 プログラム委員会（総社市中央公民館）6名
4/21	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）
4/30	 県知事との青空会議（岡山県青年館）山下槙也（西大寺 1）
5/10	 「菊章」面接（岡山市南公民館）3名
5/10	 ローバース会議（岡山市南公民館）1名
5/12	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）8名
5/14	 「菊章」面接（西大寺キリスト教会）2名
5/20	 会計監査（休憩所「庵」）	

塩飽孝昭、吉永啓介、理事長、事務局長
5/23	 規約改正検討会（休憩所「庵」）	

金光榮理雄、岡本耕治、渡辺真道、横山卓生、廣田裕、今田惇治
5/24	 第 26 回全国緑化フェア閉会式（西大寺「テーマ館」）今田惇治
5/26	 第 25 回国民文化祭実行委員会（県立美術館ホール）今田惇治
5/30	 ボーイスカウト日本連盟全国大会（ワークピア横浜）今田惇治
6/3	 企画調整会議（浅口第 1団本部）6名
6/13	 トレーニングチーム集会（御津国際交流会館）7名
6/21	 理事・名誉会議議員合同会議（鴨方公民館）20 名
6/21	 平成 21 年度年次総会（浅口市健康福祉センター）51 名
7/2	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）8名
7/4	 「菊章」面接（金光教玉水教会控所）2名
7/4	 理事会（金光教玉水教会控所）13 名
7/6	 維持財団評議委員会（両備バス本社）金光榮理雄、岡本耕治
7/14	 総務委員会（清音公民館）10 名
7/15	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）10 名
7/16	 プログラム委員会（総社市中央公民館）10 名
7/21	 拡大合同野営本部会議（浅口第 1団本部）15 名
8/1	 「菊章」面接（蒜山塩釜キャンプ場）2名
8/11	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）6名
8/19	 企画調整会議（浅口第 1団本部）6名
8/27	 緑化フェア総会（ホテルグランビア）今田惇治
9/3	 臨時名誉会議（浅口第 1団本部）4名
9/5	 団運営研修所所員会議（御津文化センター）10 名
9/8	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）
9/9	 15NJ 準備会議（浅口第 1団本部）12 名
9/12	 「菊章」面接（金光教玉水教会控所）2名
9/12	 理事会（金光教玉水教会控所）15 名
10/15	評議員会（青少年総合センター）金光榮理雄
10/17 〜 18 県連盟コミッショナー会議（朝霧野外活動センター）岡本県コミ
10/20	総務委員会（総社市中央公民館）6名
10/21	指導者養成委員会（総社市中央公民館）8名
10/22	プログラム委員会（総社市中央公民館）5名
11/7〜 8	中国・四国ブロック会議（岡山市後楽ホテル）	

西田全司、金光榮理雄、岡本耕治、渡辺真道、金光和道、横山卓生、
坪井喜久太、木多琢二

11/11	15NJ 派遣団会議（金光教玉水教会控所）12 名
11/23	ウエルカム・ザ・ワールド担当者打合会（神戸市青少年会館）	

坪井喜久太
11/25	企画調整会議（浅口第 1団本部）6名
11/28 〜 29 全国事務局長会議（熱海後楽園ホテル）木多琢二
12/2	 地区コミッショナー会議（浅口第 1団本部）7名
12/4	 岡山連盟祝賀会（三好野駅前店）18 名
12/5 〜 6	県連盟ディレクター会議（青少年総合センター）廣田裕
12/5	 23WSJ 準儺委員会（山口県光市）岡本耕治
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12/5	 理事会（金光教玉水教会控所）15 名
12/8	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）7名

平成 22年
1/10	 団代表者会議・団連絡会（岡山市東山公民館）36 名
1/12	 トレーニングチーム集会（岡山市「食多楽」）7名
1/16〜 17	県連盟コミッショナー会議（青少年総合センター）岡本耕治
1/19	 総務委員会（清音公民館）7名
1/20	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）9名
1/21	 プログラム委員会（総社市中央公民館）5名
1/23	 臨時評議委員会（青少年総合センター）岡本耕治
1/24	 団委員の集い（岡山市津高公民館）
2/3	 表彰関係資確認作業（金光和道氏宅）6名
2/6〜 7トレーナー研究集会（国民宿舎「みやじま」）7名
2/11	 県連名誉会議（金光教玉水教会控所）9名
2/18	 岡山県青少年問題協議会（三光荘）岡本耕治
2/20	 募集担当者会議（岡山市東山公民館）
2/21	 岡山第 17 団結成 40周年祝賀会（岡山第 17 団本部）西田全司副

連盟長、金光滎理雄理事長、岡本県コミ、横山卓生地区委員長
2/25	 15NJ 派遣団会議（浅口第 1団本部）14 名
3/6	 理事会（金光教玉水教会控所）15 名
3/20	 23WSJ 準備委員会（山口県光市）岡本耕治

平成22年度（2 0 1 0）
4/3 〜 4ブロックコミッショナー会議（松山市野外活動センター）岡本耕治
4/13	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）5名
4/15	 15NJ 派遣団会議（金光教玉水教会控所）16 名
4/20	 総務委員会（総社市立清音公民館）6名
4/21	 指導者養成委員会（総社市中央公民館）7名
4/22	 プログラム委員会（総社市中央公民館）
5/10	 副理事長就任要請訪問（岡山県教育庁）金光善行、今田惇治
5/11	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）8名
5/18	 岡山県青少年育成県民会議総会・中村賞授与式	

（岡山県天神山文化プラザ）西田全司、受章者吉永啓介
5/18	 会計監査（金光町「庵」）	

塩飽孝昭、吉永啓介、理事長、事務局長
5/22	 理事会（金光教玉水教会控所）15 名
5/29 〜 30	ボーイスカウト日本連盟全国大会・15NJ 派遣団長会議（静岡市）
	 岡本耕治、渡辺真道、今田惇治、石井照彦
6/2	 企画調整会議（岡山市津高公民館）5名
6/3	 神社庁青少年指導者養成研修会（神社庁）岡本耕治
6/6	 募集セミナー（岡山市津高公民館）14 名
6/8	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）8名
6/12	 第 22 回WSJ 派遣員面接（金光図書館研究室）9名
6/13	 「菊章」面接（岡山市南公民館）3名
6/19	 「富士章」面接（金光教本部教庁）3名
6/20	 理事・名誉会議議員合同会議（金光教本部教庁）19 名
6/20	 平成 22 年度岡山連盟年次総会（金光教本部教庁）45 名
6/26	 新旧委員による合同委員会（総社市中央公民館）26 名
6/26	 「菊章」面接（総社市中央公民館）1名
6/28	 財団評議員会・理事会（両備本社）	

金光榮理雄、岡本耕治、今田惇治
7/6	 総務委員会（総社市立清音公民館）12 名
7/10	 理事会（金光教玉水教会控所）16 名
7/10	 「菊章」面接（金光教玉水教会控所）1名
7/11	 「菊章」面接（西大寺第 5団本部）3名
7/18	 15NJ 関係荷物積込（日本通運倉敷支店）
7/20	 指導者養成委員会・トレーニングチーム合同会議	

（岡山市津高公民館）20 名
7/21	 プログラム委員会（総社市中央公民館）8名

7/25	 「菊章」面接（岡山第 17 団本部）1名
7/25	 企画調整会議（金光教玉水教会控所）8名
8/17	 岡山県青少年問題協議会（三光荘）岡本耕治
8/17	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）6名
8/22	 15NJ 関係荷物積み下ろし（日本通運倉敷支店）
8/25	 企画調整会議（金光教玉水教会控所）8名
8/29	 第 22 回WSJ 派遣員面接（ホテルオークラ）2名
9/6	 コミッショナー会議（岡山市津高公民館）14 名
9/10	 15NJ 派遣団会議（金光教玉水教会控所）18 名
9/14	 指導者養成委員会・トレーニングチーム合同会議	

（岡山市津高公民館）10 名
9/18	 理事会（金光教玉水教会控所）14 名
9/27	 企画調整会議（岡山市津高公民館）9名
10/5	 総務委員会（総社市中央公民館）11 名
10/7	 プログラム委員会（総社市中央公民館）10 名
10/12	トレーナー集会（岡山市津高公民館）6名
10/16 〜 17 全国県連盟コミッショナー会議（青少年総合センター）岡本耕治
10/18	コミッショナー会議（岡山市津高公民館）12 名
11/6 〜 7	ブロック会議（松山市）金光和道、岡本耕治、今田惇治
11/9	 トレーナー集会（岡山市津高公民館）5名
11/21	島根連盟創立 60周年記念式参列（松江市）今田惇治
11/27 〜 28 全国事務局長会議（青少年総合センター）今田惇治
11/29	企画調整会議（岡山市津高公民館）8名
12/4〜 5	県連盟ディレクター会議（青少年総合センター）廣田裕
12/6	 コミッショナー会議（岡山市津高公民館）11 名
12/14	トレーナー集会（岡山市津高公民館）7名
12/18	理事会（ホテルラヴィール）16 名
12/18	県連盟祝賀会（ホテルラヴィール）33 名

平成 23年
1/11	 指導者養成委員会・トレーナー合同集会（岡山市津高公民館）5名
1/15〜 16	全国県連盟コミッショナー会議（青少年総合センター）安東利香
1/18	 総務委員会（総社市中央公民館）10 名
1/20	 プログラム委員会（総社市中央公民館）11 名
1/23	 団代表者会議（岡山市津高公民館）26 名
1/23	 各団連絡会（岡山市津高公民館）48 名
1/29	 県連盟代表者会議（青少年総合センター）金光和道
1/22	 表彰関係申請書の点検（金光理事長宅）8名
2/5〜 6ブロックトレーナー研究集会（山口市）5名
2/8	 トレーナー集会（岡山市津高公民館）6名
2/11	 名誉会議（金光教玉水教会控所）9名
2/15	 自然体験指導者講習会打ち合せ（岡山県庁）岡本耕治、今田惇治
2/19	 GS 県支部シンキングデー式参列（岡山国際交流センター）岡本耕治
2/21	 岡山県青少年問題協議会（三光荘）岡本耕治
2/21	 企画調整会議（岡山市津高公民館）7名
3/5	 募集担当者研修会（岡山市津高公民館）26 名
3/5	 団連絡会（岡山市津高公民館）48 名
3/5	 理事会（岡山市津高公民館）16 名
3/6	 登録事務審査と整理（岡山市津高公民館）
3/6	 ビーバー合同集会（岡山市上道公民館）
3/8	 指導者養成委員会・トレーナー合同集会（岡山市津高公民館）14 名
3/20 〜 21	ウッドバッジ研修所所員会議	

（金光北ウイング、聖ヶ丘キャンプ場）11 名
3/22	 コミッショナー会議（岡山市津高公民館）10 名
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平成23年度（2 0 1 1）
4/6	 総務委員会（総社市中央公民館）11 名
4/7	 プログラム委員会（総社市中央公民館）8名
4/9〜 10	ブロック県連盟コミッショナー会議（高松市）岡本耕治
4/12	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）6名
4/12	 「富士章］面接（岡山市津高公民館）1名
4/17	 2011スカウトフェスタ全体会議（岡山市津高公民館）39 名
4/30	 「菊章」面接（金光教聖ヶ丘キャンプ場）5名
5/10	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）7名
5/16	 企画調整会議（岡山市津高公民館）6名
5/21	 理事会（金光教玉水教会控所）14 名
5/28	 日本連盟全国大会（三鷹スカウト会館）金光和道、岡本県コミ
5/29	 全国県連盟コミッショナー会議（三鷹スカウト会館）岡本県コミ
6/4	 「菊章」面接（岡山市東山公民館）2名
6/6	 企画調整会議（岡山市津高公民館）5名
6/14	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）6名
6/18	 年次総会準備（金光教本部教庁）7名
6/19	 理事・名誉会議議員合同会議（金光教本部教庁）22 名
6/19	 平成 23 年度年次総会（金光教本部教庁）47 名
6/23	 「菊章」面接（岡山市東山公民館）2名
6/25	 各委員会合同会議（総社市立中央公民館）17 名
6/28	 日本生命助成金授与式（岡山県立図書館）都窪第 2団
6/30	 維持財団評議委員会（両備バス本社）	

金光和道、岡本耕治、今田惇治
7/3	 スカウトフェスタ本部会議（岡山市南公民館）8名
7/7	 プログラム委員会（総社市立中央公民館）7名
7/7	 「富士章」「菊章」面接（総社市立中央公民館）4名
7/9	 理事会（金光教玉水教会控所）14 名
7/12	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）5名
7/13	 総務委員会・事務長合同会議（総社市中央公民館）12 名
7/14	 「菊章」面接（岡山市東山公民館）3名
7/24	 「菊章」面接（西大寺第 5団本部）1名
8/3〜 9	第 22 回世界スカウトジャンボリー視察（スウェーデン）岡本県コミ
8/13	 「菊章」面接（岡山市津高公民館）1名
8/22	 企画調整会議（金光境内下休憩所）7名
8/24	 「菊章」面接（三井造船広潟荘）5名
9/4	 スカウトフェスタ全体会議（岡山市津高公民館）44 名
9/8	 プログラム委員会（総社市中央公民館）7名
9/13	 指導者養成委員会（岡山市津高公民館）10 名
9/14	 総務委員・事務長合同会議（総社市中央公民館）9名
9/17〜 19		県連盟コミッショナー会議（青少年総合センター）岡本県コミ
9/22	 理事会（金光境内下休憩所）18 名
10/10	スカウトフェスタ本部会議（西大寺第 5団本部）12 名
10/11	トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）6名
10/16	スカウトフェスタ本部会議（岡山市津高公民館）13 名
10/18	新ボーイスカウト会館披露会（ボーイスカウト会館）今田惇治
10/29 〜 30中国・四国ブロック会議、日本連盟教育事業に関する説明会	

（広島市）金光和道理事長。岡本県コミ、今田事務局長、横山理事
11/8	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）6名
11/18 〜 19コミッショナー実修所（那須野営場）廣田裕、安東利香
11/25 〜 27 団委員上級研修（試行）（青少年総合センター）廣田裕
11/26 〜 27 全国事務局長会議（山口セミナーパーク）今田惇治
12/3〜 4	新指導者養成体制研究会（青少年総合センター）	

木多琢二、廣田裕
12/4	 日韓スカウト交歓計画スタッフ会議（スカウト会館）横山卓生
12/8	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）4名
12/12	拡大県内コミッショナー会議（金光教境内下休憩所）12 名
12/17	理事会（ラ・ヴィール岡山）13 名
12/17	岡山連盟祝賀会（ラ・ヴィール岡山）27 名

平成 24年
1/14 〜 15	全国県連盟コミッショナー会議（青少年総合センター）木多琢二
1/19	 プログラム委員会（総社市中央公民館）6名
1/22	 団連絡会・団代表者会議（浅口中央公民館）37 名
2/2	 表彰関係書類点検（岡山市津高公民館）5名
2/4〜 5	 ブロックトレーナー研究集会（松山市）	

廣田裕、木多琢二、廣田利香
2/9	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）5名
2/12	 名誉会議（総社市中央公民館）8名
2/14	 指導者養成委員会（岡山市津高公民館）10 名
2/16	 総務委員会（岡山市津高公民館）6名
2/21	 企画調整会議（岡本県コミ宅）6名
3/3	 募集担当者セミナー（岡山市津高公民館）12ヶ団 15 名
3/3	 理事会（岡山県青年館）17 名
3/4	 継続登録事務処理（岡山市津高公民館）6名
3/4	 合同野営担当者会議（岡山市津高公民館）18 名
3/13ト	レーニングチーム集会（岡山市津高公民館）5名
3/31〜 4/1ウッドバッジ研修所所員会議（吉備青少年自然の家）8名

平成24年度（2 0 1 2）
4/5	 プログラム委員会（総社市中央公民館）5名
4/10	 トレーニングチーム集会（岡山市津高公民館）5名
4/15	 カブタスクチーム集会（岡山市津高公民館）6名
4/19	 企画調整会議（岡本耕治宅）6名
5/12	 スカウトキャンポリー全体会議（岡山市東山公民館）23 名
5/19	 理事会（金光教本部境内休憩所）14 名
5/22	 県青少年育成県民会議（県文化センター）	

西田全司、岡本耕治、海老原誠二・山田實雄
5/26〜 27	日本連盟創立 90周年全国大会（青少年総合センター）	

廣田裕、岡本耕治、今田惇治、磯中祥行
5/28	 会計監査（金光教本部）監事	葛間紘介、金光榮理雄・今田惇治
5/29	 会計監査（金光教本部）監事	星山正一、金光榮理雄、金光善行、

今田惇治
6/2	 菊スカウト面接（岡山市東山公民館）岡山 26 団 1 名、都窪 2団 1名
6/9	 カブタスクチーム集会（岡山市津高公民館）6名
6/16	 年次総会準備（金光教本部教庁）12 名
6/17	 理事・名誉会議・監事合同会議（金光教本部教庁）20 名
6/17	 年次総会（金光教本部教庁）53 名
6/24	 （故）金光和道理事長告別式（金光町やつなみホール）
6/30	 運営委員会合同会議（岡山市津高公民館）34 名
6/30	 菊スカウト面接（岡山市津高公民館）新見 1団 1名、浅口 1団 3名
7/6	 維持財団理事会・評議員会（旧両備バス本社）6名
7/8	 スカウトキャンポリー役員会（岡山市南公民館）18 名
7/13	 総務委員会（総社市中央公民館）10 名
7/14	 菊スカウト面接（金光教本部境内休憩所）都窪 2団 3名
7/14	 県内コミッショナー会議（金光教本部境内休憩所）11 名
7/14	 理事会（金光教本部境内休憩所）17 名
7/21	 カブタスクチーム集会（岡山市津高公民館）6名
7/22	 国際サービスチーム集会（福岡市アクシオン福岡）坪井喜久太
7/25	 子ども環境づくり推進協議会（ピュアリティまきび）岡本耕治
7/28	 菊スカウト面接（蒜山・塩釜キャンプ場）総社 3団 1名
7/28〜 29	16NJ 派遣団長会議（山口県セミナーハウス）	

脇本富治、岡本耕治
8/2	 プログラム・進歩・国際合同委員会（総社市中央公民館）10 名
8/2	 菊スカウト面接（金光教総社教会）総社 3団 1名
8/6	 日本連盟佐野常務理事訪問（岡山商工会議所・金光）	

今田、岡本耕、坪井喜、幡山
8/8	 菊スカウト面接（西大寺キリスト教会）岡山 4団 2名・西大寺 5団 1名
8/11	 前理事長・故金光和道氏 50日祭（金光北ウイング）	

今田、塩飽、岡本耕他
8/21	 顕彰会打合せ（国際ホテル）今田惇治、岡本耕治

Archive
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8/21	 進歩委員会（顕彰会打合せ）西大寺キリスト教会 4名
8/29	 岡山県青少年問題協議会（（ピュアリティまきび））岡本耕治
9/4	 指導者養成委員会（岡山市津高公民館）5名
9/9	 カブタスクチーム集会（岡山市津高公民館）6名
9/16	 年次総会準備（金光教本部教庁）12 名
9/17	 理事・名誉会議・監事合同会議（金光教本部教庁）20 名
9/17	 年次総会（金光教本部教庁）53 名
9/30	 運営委員会合同会議（岡山市津高公民館）34 名
9/30	 菊スカウト面接（岡山市津高公民館）新見 1団 1名、浅口 1団 3名
10/4	 16NJ 派遣団会議（岡山市津高公民館）15 名
10/8	 菊スカウト面接（金光教聖ヶ丘野営場）倉敷 14 団 1 名
10/9	 トレーナー集会（岡山市津高公民館）6名
10/14	16NJロジスティック部門会議（スカウト会館）岡本耕治
10/14	富士スカウト面接（岡山市津高公民館）西大寺 1団 1名
10/27	ボーイスカウト講習会会場下見（岡山市福田公民館）6名
10/27 〜 28カブタスクチーム集会（岡山市少年自然の家）6名
10/27	指導者養成委員会（岡山市少年自然の家）6名
11/2	 国立吉備青少年の家設立 30周年記念式典（吉備中央町）	

西田全司、光畑俊行
11/10 〜 11ブロック会議（宇部アジスパホテル）今田、廣田、岡本
11/11	新登録システム説明会（宇部アジスパホテル）見村三吉、髙崎式子
11/13	トレーナー集会（岡山市津高公民館）
11/17 〜 18 全国事務局長会議（青少年総合センター）岡本耕治
11/21	総務委員会（総社市中央公民館）9名
11/23	ガールスカウト中国・四国地区トレーナーセミナー（西大寺百花プラザ）

今田惇治理事長
11/25	浅口 2団結成 50周年記念式典（鴨方福祉会館）岡本耕治他
12/8〜 9	全国ディレクター会議（青少年総合センター）木多琢二
12/22	WB実修所現地下見（閑谷青少年センター）日連 2名、県 5名
12/22	理事会（えきまえミヨシノ）20 名
12/22	祝賀会（えきまえミヨシノ）22 名

平成 25年
1/16	 総務委員会（総社市中央公民館）8名
1/20	 会員拡大セミナー（青少年総合センター）山田實雄総務委員長
1/22	 トレーナーと指導者養成委員会合同会議（シティホテル）8名
1/26	 県連盟代表者会議（岡山市津高公民館）
1/26	 団活動懇談会（岡山市栢谷町内会集会所）
1/31	 プログラム委員会（岡山市南公民館）7名
2/2〜 3ブロックトレーナー研究集会（香川県青年センター）5名
2/3	 登録説明会（岡山市津高公民館）
2/3	 課題研究学習会（岡山市津高公民館）10 名
2/3	 表彰データ確認（岡山市津高公民館）5名
2/8	 進歩委員会（岡山市南公民館）6名
2/9	 国際ユースアワードアドバイザー研修会（大阪スカウト会館）	

松井、光畑、岡本
2/10	 菊スカウト面接（岡山市津高公民館）都窪 2団 1名
2/10	 名誉会議（岡山市津高公民館）8名
2/12	 トレーナー集会（岡山市津高公民館）5名
2/16	 ガールスカウト岡山連盟シンキングデー参列（西大寺百花プラザ）	

今田惇治理事長
2/16	 国際ユースアワードアドバイザー研修会（東京スカウト会館）野上健治
2/16	 16NJ 場外プログラム部会（山口市きらら浜）坪井喜久太
2/18	 岡山西ロータリークラブ例会助成金受け取り（全日空ホテル）岡本耕治
2/19	 岡山県青少年問題協議会（ピュアリティまきび）岡本耕治
2/21	 指導者養成委員会（岡山市津高公民館）3名
2/23	 コスタリカ交流協会事務局長と打合せ（岡山市今岡キリスト教会）	

岡本耕治
2/24	 県連盟コミッショナー会議（岡本耕治宅）6名
2/27	 パネル展準備（国際交流センター1階ロビー）	

坪井喜久太、穂積久史、河原研二、岡本耕治
2/28〜 3/6パネル展（国際交流センター1階ロビー）

3/2	 スキルトレーニング打合せ（岡山市津高公民館）7名
3/3	 イベント講演会（国際交流センター地下 1階）
3/5	 商工会議所専務理事会（商工会議所）今田理事長、岡本事務局長
3/6	 パネル展撤収（国際交流センター1階ロビー）坪井喜、山田、岡本
3/6	 総務委員会（総社市中央公民館）5名
3/9	 県内コミッショナー会議（金光教本部境内休憩所）
3/9	 理事会（金光教本部境内休憩所）19 名
3/9	 富士面接（金光教本部境内休憩所）西大寺 1団 2名
3/10	 課題研修学習会（岡山市津高公民館）5名
3/10	 登録確認（岡山市津高公民館）
3/10	 菊面接（岡山市津高公民館）都窪 2団 1名
3/17	 スキル認定（総社市中央公民館分室）
3/20	 スキル認定（山陽町ふれあい公園）
3/23	 16NJ 派遣団会議（岡山市津高公民館）19 名
3/24	 16NJ 場外プログラム部会（山口市きらら浜）坪井喜久太

平成25年度（2 0 1 3）
4/6 〜 7 実修所カブ課程第 155 期所員会議（備前市閑谷学校）	

廣田利香、木多琢二、廣田裕、岡本耕治
4/13	 実修所準備作業（金光町胎金寺野営場）7名
4/13〜 14	全国コミッショナー会議幹事会（東京スカウト会館）廣田裕
4/13〜 14	16NJ 輸送部会（山口県きらら浜）星山正一、渡辺真道
4/19	 連盟長就任お礼（岡山県庁知事室）廣田裕、金光善行、岡本耕治
4/20〜 21	16NJデリバリーチーム説明会（山口県セミナーハウス・きらら浜）	

西山勝正、坪井喜久太
4/25	 菊面接（岡山市津高公民館）大坪玄武（岡山 17）、尾崎天志郎、

金光隼平、長塚文香（都窪 2）
4/27〜 28	ブロックコミッショナー会議（岡山市シティホテル）5名
5/8	 総務委員会（総社市中央公民館）7名
5/9	 菊面接（西大寺キリスト教会）高橋佑太（岡山 4）
5/10	 県連盟決算打合せ（金光教本部教庁）金光善行、岡本耕治
5/11	 プログラム委員会（岡山市南公民館）
5/11〜 12	16NJ 会場運営部会（山口県きらら浜）西山勝正、岡本耕治
5/18	 県連盟コミッショナー会議（金光教本部境内休憩所）8名
5/18	 理事会（金光教本部境内休憩所）19 名
5/25 〜 26	全国大会（香川県高松）奉仕 13 名
5/25 〜 26	全国ローバースカウト会議（香川県高松）磯中祥行
5/26	 全国県連盟コミッショナー会議（香川県高松）廣田裕
5/26	 県連盟代表者会議（香川県高松）岡本耕治、木多琢二
5/26	 実修所第 3教程学習会（岡山市津高公民館）4名
5/30	 県連盟会計監査（金光教本部 7階）板野、葛間、金光、岡本
5/30	 総会打合せ（金光教本部 8階）光畑、金光、岡本
5/31	 岡山県交通安全対策協議会（メルパルク）岡本耕治、木多琢二
6/1	 安全促進フォーラム打合せ（岡山県青年館）	

日本連盟 3名、岡山連盟 7名
6/2	 安全促進フォーラム（岡山県青年館）参加者 36 名、日本連盟 3名
6/7	 財団理事会（両備ホールディング7階）4名
6/8	 講習会下見（鴨方）
6/11	 県連盟トレーナー集会（岡山市津高公民館）7名
6/15	 県連盟総会準備（金光教本部）
6/16	 県連盟役員会（金光教本部）
6/16	 県連盟総会（金光教本部）
6/21	 16NJ 派遣団会議（岡山市津高公民館）
6/22〜 23	16NJ 輸送部第 3回会議（山口県きらら浜）	

星山正一、渡辺真道、大野吉造
6/23	 故金光和道前理事長 1年祭（金光やつなみ会館）
6/28	 岡山県青少年育成県民会議総会（天神山文化プラザ）	

岡本耕治、西山勝正
6/29	 合同委員会・県内コミッショナー会議（岡山市津高公民館）
6/30	 国際交流協議会総会（国際交流センター）岡本耕治
7/3	 財団評議員会（中国銀行本店）
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7/3	 総務委員会（総社市中央公民館）5名
7/6〜 7	 16NJロジスティック部会（日本連盟那須野営場）西山勝正
7/6〜 7	 16NJ 場外プログラム部会（山口県きらら浜）坪井喜久太
7/9	 県連盟トレーナー集会（岡山市津高公民館）
7/11	 菊面接（岡山市津高公民館）福田舞（都窪 2）、高畑尚志（西 1）
7/13	 菊面接（金光教本部境内休憩所）三宅ちひろ、相原歌音（西 5）
7/13	 理事会（金光教本部境内休憩所）
7/14〜 15	16NJ 輸送部第 4回会議（東京スカウト会館）渡辺真道
7/18	 菊面接（岡山市大元公民館）溝部隆宏（岡 17）
7/21	 コンテナ積み込み（玉島乙島）
7/27	 16NJ　IST 先発出発
7/28	 NHK岡山放送局ニュースもぎたて取材協力	 光畑俊行
7/29	 16NJ　ISTスタッフ出発
7/31	 16NJ 派遣隊出発
8/1	 教育支援活動コーディネーター等研修会（岡山県生涯学習センター）

光畑俊行
8/8	 16NJ 派遣隊帰着
8/9	 16NJ	ISTスタッフ帰着
8/11	 16NJ 会場運営部 4名帰着
8/17	 防災ディキャンプ IN津高（岡山市津高公民館）	

光畑俊行、古澤太一朗
8/18	 コンテナ引き取り（玉島乙島）
8/21	 少年の主張（天神山文化会館）岡本耕治
8/21	 菊面接（西大寺キリスト教会）日下顕奨（西 1）
8/21	 進歩委員会（西大寺キリスト教会）6名参加
8/26	 知事表敬訪問（岡山県庁知事室）	

富士スカウト3名、県連役員5名、ジャンボリー参加スカウト3名
8/28	 岡山県青少年問題協議会（ピュアリティまきび）岡本耕治
8/31	 プログラム委員会（浅口中央公民館）6名参加
9/1	 国際特別委員会（金光町大谷「庵」）6名参加
9/10	 県連盟トレーナー集会（岡山市津高公民館）
9/11	 県連盟総務委員会（総社市中央公民館）
9/13	 佐野日本連盟常務理事来岡（岡山市三井ガーデンホテル）	

岡本耕治、坪井喜久太、幡山寛念
9/14	 県連盟コミッショナー打合せ会（金光教本部境内休憩所）
9/14	 県連盟理事会（金光教本部境内休憩所）
9/22	 故難波博氏お別れの会（倉敷南公民館）
9/29	 県連盟ベンチャー集会（岡山市南公民館）
10/5〜 6	研修所ビーバー課程所員会議	

（岡山県青少年教育センター閑谷学校）
10/8	 県連盟トレーナー集会（岡山市津高公民館）
10/18	県連盟コミッショナー会議（岡本宅）5名参加
10/19	指導者養成委員会（国立吉備青少年自然の家）
11/1	 所員会議（岡山県青少年教育センター閑谷学校）
11/11	常任理事会（西大寺キリスト教会）
11/12	県連盟トレーナー集会（岡山市北公民館）6名参加
11/16 〜 17ブロック会議（高知県国民宿舎桂浜荘）	

今田惇治、廣田裕、岡本耕治
11/19	岡山県作文コンクール審査（岡山県庁）岡本耕治
11/19	県生涯学習課（岡山県庁）今田惇治、岡本耕治
11/20	総務委員会（総社市中央公民館）8名参加
11/22	16NJ 反省会（駅前ミヨシノ）
11/23 〜 24 全国事務局長会議（青少年総合センター）岡本耕治
11/25	県社会教育事業費補助金要請（岡山県庁）岡本耕治
12/7〜 8	全国ディレクター会議（青少年総合センター）木多琢二
12/10	県連盟トレーナー集会（岡山市津高公民館）
12/14	県連祝賀会（ホテル日航倉敷）
12/14	県連理事会（ホテル日航倉敷）

平成 26年
1/15	 県連盟総務委員会（総社市中央公民館）

1/18	 県連盟プログラム委員会・スカウトキャンポリー実行委員会	
（岡山市南公民館）

1/18〜 19	全国県連盟コミッショナー会議（青少年総合センター）廣田裕
1/25	 県連盟代表者会議（東京スカウト会館）今田惇治
1/26	 団代表者連絡会（総社市中央公民館）
1/26	 スカウトキャンポリー打合せ（総社市中央公民館）
1/29	 故西田全司	副連盟長の葬儀（エヴァホール倉敷）
1/30	 故大林誠	県連盟国際委員会委員の葬儀（エヴァホール倉敷）
1/30	 故西田全司副連盟長死亡叙勲申請（県庁生涯教育課）岡本耕治
2/8〜 9	 ブロックトレーナー集会（シティホテル厚生町）41 名
2/9	 名誉会議（岡山市津高公民館）8名
2/10	 岡山県青少年問題協議会（ピュアリティまきび）岡本耕治
2/17	 岡山西ロータリークラブ援助金授与式（全日空ホテル）岡本耕治
2/22	 体験活動スキルアップ研修会（国立吉備青少年自然の家）	

光畑俊行、横山卓生
2/23	 ガールスカウト岡山連盟「ワールドシンキングディ」2014」（金光）	

光畑俊行
2/24	 国立吉備青少年自然の家施設業務運営委員会	

（国立吉備青少年自然の家）光畑俊行
2/26	 一般財団法人岡山県ボーイスカウト振興財団理事会（	

両備ホールディング）参加者 7名
2/26	 パネル展示準備（国際交流センター）	

坪井慈朗、坪井喜久太、岡本耕治
2/27〜 3/5パネル展示（国際交流センター）
3/1	 セミナー「ホームステイについて」（国際交流センター）参加者 17 名
3/1	 菊面接（国際交流センター）鳥羽晃嘉（総社 3）
3/1	 富士面接（岡山市津高公民館）奥山慶一、溝部光優（岡山 17）
3/1	 プログラム委員会・第 2回スカウトキャンポリー実行委員会	

（岡山市津高公民館）
3/5	 パネル片づけ（国際交流センター）	

坪井慈朗、坪井喜久太、岡本耕治
3/8	 理事会（金光教玉水教会控所）
3/9	 登録事務打合せ（岡山市津高公民館）見村三吉、髙崎式子
3/19	 県連盟総務委員会（総社市中央公民館）
3/20	 岡山県青少年育成県民会議（きらめきプラザ 7階 705 会議室）	

岡本耕治
3/23	 富士章伝達式（岡山 17 団集会所）
3/23	 菊面接（岡山 17 団集会所）小野天（岡山 4）

平成26年度（2 0 1 4）
4/12 〜 13 全国コミッショナー会議幹事会（東京スカウト会館）廣田裕
4/13	 スカウトキャンポリー現地下見（蒜山塩釜ロッジキャンプ場）
4/15	 県連盟正・副コミッショナー会議（岡山市立津高公民館）
4/19〜 20ブロックコミッショナー・指導者養成委員長・ディレクター会議	

（岡山シティーホテル厚生町）6名
4/22	 岡山県青少年育成県民会議（きらめきプラザ 7階）岡本耕治
4/24	 菊面接（岡山市立津高公民館）都窪 2森勇太
5/17	 理事会（金光教本部境内休憩所）19 名
5/24 〜 25 全国大会（和歌山県）横山卓生、植中和彦、溝部光優
5/25	 全国ローバー会議　原義正
5/25	 各県連盟代表者会議　岡本耕治、木多琢二
5/28	 岡山県青市少年県民会議総会（天神山文化センター）	

岡本耕治、光畑俊行、植中和彦、坪井慈朗
5/29	 岡山県交通安全協議会（メルパルク）岡本耕治
6/5	 財団法人岡山県スカウト振興財団理事会（両備ホールディング）
6/5	 会計監査（金光教本部）
6/14	 総会準備（金光教本部）
6/15	 役員会【名誉会議・理事会】（金光教本部）
6/15	 総会（金光教本部）
6/24	 日本連盟佐野常務理事来岡（三井住友ホテル）	
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岡本耕治、坪井喜久太、幡山寛念
6/25	 岡山商工会議所、ライオンズクラブ訪問（岡山商工会議所ビル）	

岡本耕治、坪井喜久太、光畑俊行
6/28	 コミッショナー会議（岡山市立津高公民館）
6/28	 合同委員会（岡山市立津高公民館）
6/29	 国際交流協議会総会（国際交流センター）岡本耕治
7/2	 財団法人評議員会（中国銀行本店）
7/12	 菊・隼面接会（金光教本部境内休憩所）
7/12	 理事会（金光教本部境内休憩所）
7/15	 23WSJ 賛助金募金依頼（両備、山陽新聞社）金光善行、岡本耕

治
7/26	 スカウトキャンポリー準備委員会（岡山市南公民館）
7/26	 奉還町まつり国際交流センター展示　坪井慈朗
7/28	 岡山県子どもを健やかに育てる環境づくり推進協議会	

（岡山メルパルク）岡本耕治
8/6	 菊スカウト面接（蒜山塩釜キャンプ場）
8/	 23WSJ 賛助金資料持参（岡山商工会議所）光畑俊行
8/20	 岡山県少年の主張（天神山文化センター）岡本耕治
8/23	 英国エジンバラ公国際アワードリーダー研修（中国大学）星山正一
8/30	 23WSJロジスティク部会（東京・スカウト会館）	

星山正一、西山勝正、岡本耕治
9/1	 三木顕彰授与式、記念パネルディスカッション（三木記念ホール）	

岡本耕治、植中和彦、剱持秀子
9/2	 23WSJ 賛助金説明会・商工会議所専務理事会（岡山商工会議所）	

岡本耕治、光畑俊行
9/5	 ESDフォトコミニュケーション説明（山陽新聞社）岡本耕治
9/6	 菊スカウト面接（岡山市立津高公民館）
9/6	 常任理事会（岡山市立津高公民館）
9/6	 23WSJ 場外プログラム部会　坪井喜久太
9/13	 理事会（岡山市立津高公民館）
9/27	 コミッショナー研修所中国・四国第 6期所員会議	

（国立吉備青少年自然の家）
10/4	 23WSJ 派遣団会議（香川県坂出市）脇本富治
10/16	ゆめ基金説明会（国際交流センター）岡本耕治、光畑俊行
10/25 〜 26中国・四国ブロック会議（島根県）	

岡本耕治、廣田裕、木多琢二
10/25	指導者養成委員会（国立吉備青少年自然の家）
10/26	新見第 1団 50 周年記念式典（新見商工会議所）	

坪井喜久太、岡本耕治、廣田裕、木多琢二
11/8〜 9　23WSJサイトマネージメント部会（那須野営場）西山勝正
11/15 〜 16 全国県連盟事務局長会議（オリンピック記念青少年センター）	

木多琢二
11/18	岡山県青少年育成県民会議・作文審査（岡山県庁）岡本耕治
11/20	常任理事会（岡山市立津高公民館）
11/22	岡山県 FOS少年団連盟 50周年式典大会	

（国立吉備青少年自然の家）光畑俊行
11/23	23WSJ日本派遣団第 9分団第 1回隊長会議（岡山県青年館）
11/29	23WSJオフサイドプログラム部会（山口市小郡地域交流センター）	

坪井喜久太
12/4	 23WSJ 企画実行委員会（岡山市一宮公民館）
12/20	理事会（金光教本部境内休憩所）
12/20	県連盟祝賀会（金光北ウイング光風館）

平成 27年
1/11	 青少年健全育成講演会（岡山県立図書館）岡本耕治
1/24	 全国県連盟代表者会議（東京・スカウト会館）岡本耕治
1/24	 日本連盟新年賀詞交歓会（東京・水道橋グランドホテル）	

金光善行、岡本耕治
1/25	 各団代表者会議（岡山市立津高公民館）
1/29	 岡山シティFMレディオモモ「オカヤマシティインフォメーションスクエア」に

出演しスカウト活動をアピール　坪井慈朗

2/1	 県内コミッショナー会議（岡山市立津高公民館）
2/7	 23WSJサイトマネージメント部会（東京・スカウト会館）西山勝正
2/8	 名誉会議（岡山市立津高公民館）
2/8	 23WSJトランスポート部会（東京スカウト会館）星山正一、渡辺真道
2/18	 岡山県青少年問題協議会（岡山県庁）岡本耕治
2/18	 県連盟会計打合せ（金光教本教庁）	

金光善行、岡本耕治、木多琢二、木多依子
2/22	 23WSJ日本派遣団第 9分団第 2回隊長会議（岡山市立北公民館）
2/24	 財団法人岡山県スカウト振興財団理事会（両備ホールディング）
3/4〜 11　スカウトパネル展（岡山国際交流センター）

事業日誌
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平成 24 年度（2012）

Archive

県連広報誌
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県連広報誌 平成 25 年度（2013）
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Archive

平成 26 年度（2014）県連広報誌
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ファンダクラブ掲載

平成 23 年（2011）夏号
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平成 24 年（2012）夏号

平成 24 年（2012）冬号

平成 24 年（2012）秋号

平成 25 年（2013）春号

ファンダクラブ掲載
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平成 25 年（2013）夏号 平成 25 年（2013）秋号

平成 25 年（2013）冬号 平成 26 年（2014）春号

ファンダクラブ掲載
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Archive

平成 26 年（2014）秋号

平成 26 年（2014）夏号
ファンダクラブ掲載
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平成 26 年（2014）冬号

平成 27年（2015）春号

ファンダクラブ掲載
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ボーイスカウト岡山連盟65周年記念誌（沿革誌Ⅳ）
発行：ボーイスカウト岡山連盟
編集・印刷：（有）坪井技研

発行日：2015年（平成27年）3月31日
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