
  ２０１９年度 年間計画 

月 諸 会 議 指導者養成 訓練行事・大会 主な日連行事等 協賛行事 

３ 

70周年記念事業企画

委員会議［S会議室］

（21午後） 

三坂野営訓練所員会議 

［S会議室］（23午後） 
中四国Bコミッショナー

研修所所員会議［S会議

室］（24） 

 ベンチャー大会［八幡

浜大島］（22～24） 

24WSJ派遣団本部会議

②［東京］（2～3） 

24WSJ IST事前訓練②

［東京］（3） 

スカウト C 第 3 回

役員会［Sミーティ

ング R］（24午後） 

４ 

会計監査（10 午後 S

ミーティングR） 
第４回正副理事長会（14

午前）第４回理事会・懇

親会［文教会館](14午後） 

ベンチャー育成会議

［S会議室］（20午後） 

臨時ローバース会議

［S会議室］（21午後） 
三坂草刈り・和敬荘片付け

（21） 

   緑化募金(4月～5月) 

西条地区：春のデイ

キャンプ（27） 

５ 

年次総会準備（12午前） 

年次総会（12午後） 

[大研修室] 
（控室 S会議室） 
70周年記念事業企画委員会

議［S1研］（12 夜） 

常任理事会・第1回運営

委員長会（18夜）［Sミー

ティングR］ 

中国・四国ブロック 

コミッショナー研修所 

［野外活動S］（3～5） 
 

三坂野営訓練 

（3～6） 

 

年次全国大会［鹿

児島］（25～26） 
第１回全国県連盟 

コミッショナー会議・     

ＲＣＪ総会（26） 

県連盟代表者会議（26） 

県植樹祭［伊方町］

（11） 

緑化募金［松山］（12） 

第 14回愛媛県障がい

者スポーツ大会（26） 

 

６ 

ロ ー バ ー ス 会 議 ① 

[  ] （9） 

第１回運営委員会（9午後） 
コミッショナー会・連絡

会①（9午後）［S2・3研］ 

第２回あしあと編集委員

会［S会議室］（22午後） 

第１回正副理事長会［Sミ

ーティングR］（22夜） 

三坂草刈り（30） 

WB研修所課程別研修CS課程 

愛媛第3回[S会議室] 

（2） 

WB研修所課程別研修BVS 

課程愛媛第2回[S会議 

室]（16） 

 

ボーイスカウト講習会① 
[東予:西条市]（23） 
 

上級スカウト面接① 

［S会議室］（9午前） 

愛媛ベンチャー会議①

(23）［S会議室］ 

24WSJ派遣団本部会議 

③［東京］（8～9） 
24WSJ IST 事前訓練③

［東京］（9） 
 

 

新居浜地区：ビーバ

ー体験集会（1） 

スカウト C 総会[S

ミーティング R] (8

午後) 

 

７ 

第１回理事会［S ミーテ

ィングR］（7午後） 

 

 

 

定型外訓練［東予］ 

（14） 

 

 

 24WSJ IST出発前訓練［東

京］（17～19） 

24WSJ出発前訓練［大阪］

（19～21） 

24WSJ［アメリカ］ 

（22～8/5） 

 

８ 

 

 

 

 

 組織拡充講演会［S4,5

研］（24） 
愛媛ベンチャー会議② 

 (25）［S会議室］ 

富士特別野営［那 

須・高萩］（10～16） 
石鎚登山ロープウェイ

イベント(11) 

松山地区：技能章キャ

ンプ・長期体験キャン

プ［野活］（8～13） 

南予地区：わくわくビ

ーバーランド集会

（31） 

９ 

トﾚｰﾆﾝｸﾞﾁｰﾑ会①［S 

会議室］（1午後） 

三坂草刈り（ ） 
ローバース会議②（21） 

 [S会議室]  

 

 

中国・四国ブロック指導者 

養成会議［山口］(7～8) 
定型外訓練［松山］（14） 

上級スカウト面接 

②「S会議室」（１午前） 

スカウトの日（15） 

ローバー夏キャンプ 

[ ]（14～16） 
愛媛ベンチャー会議③ 

 (29）［S会議室］ 

 スカウト C 第 1 回役

員会[S ミーティング 

(1午後) 

 

県下一斉隊員募集月間 



月 諸 会 議  指導者養成 訓練行事・大会 主な日連行事等 協賛行事 

10 

 

 
ローバース会議③  

[S会議室] （６） 

 

 

 

ボーイスカウト講習会② 

[南予]（27） 

 

 

 

カブラリー［八幡浜］

（12・13） 

 

 

RCJフォーラム［ ］ 

（12～14） 
第２回全国県連盟 
コミッショナー会議     

[東京]（18～20） 

 

防災キャラバン 2019

［新居浜］（６） 
コスモアースコンシャ

スアクトクリーンキャ

ンペーン（   ） 

 

11 

第2回常任理事会・運営委 

員長会［S会議室］（23午 

前） 

第２回運営委員会、コミッ

ショナー会・連絡会②

［S2・3研］（23午後） 

第２回正副理事長会［S

ミーティングR］（30夜） 

定型外訓練［南予］

（24） 

愛媛ベンチャー大会 

[2～4](未定)  

全国組織拡充担当委員

長会［東京］（9～10） 

中国・四国ブロック会議  

［松山］（9～10） 

全国事務局長会議 

［東京］(16～17) 
 

 

 

12 

第２回理事会［Sミーテ

ィング R］(７午後)  

指導者養成会議（15） 
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾁｰﾑ会②（15午後） 

［S会議室］ 

第３回正副理事長会［S

会議室］（22午後） 
ローバース会議④ [S１

研]（14） 

 愛媛ベンチャー会議④ 

［ ］(  ） 

上級スカウト面接③  

［S会議室］（15） 
 

 

 

 

ディレクター研究集 

会（7～8） 

 

ユニセフ募金 

歳末助け合い 
スカウト C 第 2 回役

員会・懇親会(14)[文

教会館] 

 

１ 

第３回運営委員長会 

［S会議室］（18午前） 

第３回運営委員会 

［S2・3研］（18午後） 

 

 

 

新年交礼会（13） 

ボーイスカウト講習会③ 

［松山］（26） 

 

 第３回全国県連盟 

コミッショナー会議     

[東京] （18～19） 

県連盟代表者会議(25) 

日韓スカウト交歓計画 

（11～19間？） 

 

 

２ 

名誉会議［Sミーティング

R］（16午後） 

第３回理事会［Sミーティ

ングR］（22午後） 

ローバープロジェクト [双

海or鹿島]（29） 

 

 

 

 

 

 

スカ研準備［小劇場］（9午 

後） 

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］（16午前） 

 

 

世界友情の日（ ） 

トレーナー研究集

会（ ）［ ］ 

 

今治地区：ビーバー

スカウト体験集会

（ ） 

３ 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾁｰﾑ会③［S会

議室］（8午前） 
コミッショナー会・連絡会

③［S会議室］（8午後） 

 

 

 

 

 

 

 

 理事会・評議員会（ ） 

RCJ中四国 Bキャンプ 

（ ）［ ］ 

富士スカウト代表表

敬（  ） 

スカウトC会計監査 

［S会議室］（14午前） 

スカウト C 第３回役

員会 [S会議室] (21

午後) 

 

 

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  保護者と語る会：各地区 

中国・四国ブロック コミッショナー研修所 愛媛（5/3～5） 

WB研修所中国・四国課程別研修 愛媛 BVS課程（6/6） CS課程（6/2） 

日連ベンチャーフォーラム、RCJフォーラムは隔年開催 

 

県下一斉隊員募集月間 


