平成 30 年度 年間計画（案）
月

諸

会

議

17NSJ 第 4 隊会議（3）
17NSJ 第 2 隊会議（4）
17NSJ 第 1 隊会議（11）
三坂野営訓練指導者会

３

指導者養成

訓練行事・大会

主な日連行事等

協賛行事

ユースリーダー研修 １７NSJ第3隊一次訓練(31～１) 全国評議員会（19）
会①[センター](3)

［S 会議室］（11）
WB 研修所スカウトコース所
員会議［S 会議室］
（21）
三坂スタッフ会議［S 会議
室］
（24）

県下一斉隊員募集月間
会計監査（10 午後）
第４回正副理事長会・

４

第４回理事会・懇親会

[文教会館](15）
西条地区訪問（28）
三坂備品整備・草刈り
（21）

１７NSJ 第 1 回参加隊長会
議［S 会議室］（13 午前）
年次総会（13 午後）
[大研修室]
24WSJ 参加スカウト
５ 面接［S 会議室］
（20 午前）
常任理事会（20 午後）
第 1 回運営委員長会（20）

県連盟コミッショナー

幹事会（8）
ユースリーダー研修 １７NSJ第2隊デイキャンプ（１）
17NSJ 中四国ブロッ
会②[野活](14～15) １７NSJ第1隊一次訓練（7～8）
ク班長会議（4/21）
１７NSJ第1隊二次訓練（29～30） [岡山]
１７NSJ第2隊一次訓練(29～30)
１７NSJ第3隊二次訓練(28～30)
１７NSJ第4隊一次訓練(29～30)
中国・四国ブロック
WB 研修所スカウトコース
[愛媛]（3～6）
［松山市野外活動センター］

［S 会議室］
ローバー特技研修（19）
ローバース会議①
WB 研修所課程別研修 CS 課程
（9 午後）[S3 研]
愛媛第 2 回[三坂]（3）
第１回運営委員会（10） WB 研修所課程別研修 BS 課程
コミッショナー会・連絡 愛媛第 1 回[三坂]（17）

緑化募金(4 月～5 月)
地区訪問：西条地区デ
イキャンプ（28）

県植樹祭（12 砥部町）
三坂野営訓練（3～6） 全国評議員会(25)
松前第 1 団一般参加
年次全国大会
［岐阜県］
（26～27） 型イベント（20）
第 13 回愛媛県障がい
第１回全国県連盟
コミッショナー会議・
者スポーツ大会（27）
ＲＣＪ総会（27）
県連盟代表者会議（27）

愛媛ベンチャー会議①
(9）
［S 会議室］

スカウト C 総会[S ミ
ーティングR] (9 午後)
松山第 15 団避難所体
験事業（10）
内子第 1 団 20 周年記
念式典（24）

上級スカウト面接①
（10）
ユースリーダー研修 ※三坂野営場整備
会①（10）
［S2・3 研］
松山地区訪問（13）
会③[センター](16) （ ）
６ 新居浜地区訪問（20）
西条地区スカウト運動
活性化プロジェクト事
１７NSJ第2隊二次訓練(30～1)
南予地区訪問(21)
業( )
１７NSJ第３隊三次訓練(30～1)
第１回正副理事長会
［S 会
議室］
（23 午後）
１７NSJ第４隊二次訓練(30～1)
西条地区訪問(27)
今治地区訪問(30)
17NSJ 第 2 回参加隊長会 ボーイスカウト講習会①
１７NSJ第1隊三次訓練(14～16) 24WSJ第3回実行委員会 新居浜地区防災減災
議［S 会議室］
（1 午前） [東予:新居浜公民館]（8）
(7)
セミナー（15）
１７NSJコンテナ集荷（ ）
西条地区S運動活性化プ
第１回理事会
［S
ミーテ
７
ロジェクト事業( )
ィング R］
（1 午後）

石鎚登山ロープウェイ
イベント(29)

隼挑戦野営訓練（１４～１６）
１７NSJコンテナ集荷（ ）

17NSJ［石川珠洲］
（4～10）

中国・四国ブロック指導者
南予地区訪問(2)
上級スカウト面接
トﾚｰﾆﾝｸﾞﾁｰﾑ会①［S 養成会議(1～2)
②（9）
ユースリーダー研修会④
会議室］
（9）
スカウトの日（17）
９ 先達・参与会（8？） [三坂](22～23)
ローバー夏キャンプ
（29）
富士スカウトミーティング 定型外訓練［東予］
（15～17）[ ]

24WSJ第4回実行委員会
( )

８

（8）

アダルトリーダー
キャンプ(15～17)［三坂］

・先発隊（1～12）
・派遣隊（3～11）

西条地区S運動活性化プ
ロジェクト事業( )
石鎚登山ロープウェイ
イベント(18)
スカウトC 第 1 回役員会
[S 会議室 (1 午後)
西条地区スカウト運動
活性化プロジェクト事
業( )
南予地区訪問：わくわく
ビ ー バー ラン ド集 会
（２）

月

諸

会

議

指導者養成

訓練行事・大会

県下一斉隊員募集月間
10

ロ ー バ ー ス 会 議 ② ボーイスカウト講習会②
（13）[砥部中央公] [南予]（14）
ユースリーダー研修
会⑤[ ](27)
第2 回常任理事会・運営委
員長会［S 会議室］（25 午前）

11

主な日連行事等
中国・四国ブロック会議
［岡山］（20～21）

ユースリーダー研修
会⑥[ ](4)

第２回全国県連盟
コミッショナー会議

第２回運営委員会（25 午後） 定型外訓練［松山］
（ ）

[東京]（3～4）

コミッショナー会・連絡会
②［S2・3 研］
（25 午後）

全国組織拡充担当委員
長会［東京］
（10～11）

松山地区訪問(4)

全国事務局長会議
［東京］(17～18)

協賛行事
防災キャラバン 2018
［新居浜］
（７）
石鎚登山ロープウェイ
イベント(７)
コスモアースコンシャ
スアクトクリーンキャ
ンペーン（
）

松前第 1 団一般参加
型イベント（18）
スカウト C 第 2 回役
員会・懇親会(24)[文
教会館]

全国スカウトフォーラ
ム[高萩]（ ）
24WSJ 第１回隊長会議、
本部会議、
第 1 回 IST 会
議()
第２回正副理事長会［S
会議室］
（２午後）
第２回理事会［S ミーテ

定型外訓練［南予］
（1） 愛媛ベンチャー会議②
［ ］(

）

上級スカウト面接③
［S 会議室］
（
（16）

ィング R］(9 午後)

ディレクター研究集
会（8～9）

ユニセフ募金
歳末助け合い

指導者養成会議（16）
12

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾁｰﾑ会②
（16 午後）
［S 会議室］
第３回正副理事長会［S
会議室］
（23 午後）

ローバース会議③（8）
[S 会議室]

第３回運営委員長会
［S 会議室］（20 午前）
第３回運営委員会
１ ［S2・3 研］（20 午後）
第４回正副理事長会
（20 運営委員会後）
名誉会議
［S ミーティング
R16:00］
（17 午後）

新居浜地区訪問(23)
２ 第３回理事会［文教会館］
（24 午後）

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾁｰﾑ会③［S 会
議室］
（10 午前）
３

コミッショナー会・連絡会
③［S 会議室］
（10 午後）
ローバープロジェクト・ロー
バース会議④（2～3）[双海]

富士スカウト懇談会（ ）

第３回全国県連盟
コミッショナー会議
[東京] （19～20）
県連盟代表者会議(26)
日韓スカウト交歓計画
（11～21 間？）

新年交礼会（13）
ユースリーダー研修
会⑦[ ](12)
ボーイスカウト講習会③
［松山］
（27）

富士スカウト顕彰式
［小劇場］(11)
ボーイスカウト研究
発表会［小劇場］
（11）
上級スカウト面接④［S ミ
ーティング R］
（17 午前）

世界友情の日（ ） 今治ビーバースカウ
トレーナー研究集 ト体験集会（24）
会（ ）
［ ］

愛媛ベンチャー大会
[ ]( )

理事会・評議員会（12） スカウト C 会計監査
［S 会議室］
（9 午前）
新任ＡＬＴ研修
スカウト C 第３回役
東（9）西（10）
員会 [S 会議室] (24
富士章受章スカウト 午後)

24WSJ 第２回隊長会議、
本部会議、
第 1 回 IST 会
議()

代表表敬（
）
24WSJ 事前訓練()

正副理事長会（理事長、副理事長）
：随時
常任理事会（理事長、副理事長、常任理事、県コミッショナー）
：随時
運営委員会（組織拡充、指導者養成、進歩、野営行事、総務、運営委員長会参加者）
運営委員長会（理事長、副理事長、正副コミッショナー、運営委員長、ディレクター）
指導者養成会議（県連盟コミッショナー、指導者養成委員長、ディレクター）
：随時
WB 研修所スカウトコース中国・四国第３期 愛媛（5/3～6）
WB 研修所中国・四国課程別研修 愛媛 CS 課程（6/3） BS 課程（6/17）
１７ＮＳＪ隊長会 ２４ＷＳＪスタッフ会議

地区訪問：随時

