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今般、日本ボーイスカウト東京連盟南武蔵野地区が発足１０周年を迎えました。２０１０年に、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国

分寺市、とで構成されていた「武蔵野地区」と、調布市、狛江市、府中市、とで構成されていた「南武蔵地区」が、統合され、７

行政区からなる『南武蔵野地区』として、わたくしたち、ボーイスカウトは、健やかな子どもを育成する世界的な運動を推進して

おります。

この運動は、1907年にイギリスのブラウンシー島で行われた小さなキャンプからスタートしました。かねてから少年たちの教育に大

きな関心をもち、このキャンプを主宰したイギリス人のロバート・ベーデン-パウエル 卿 は 、インドや南アフリカでの体験をもと

にさまざまな野外教育を通じて、少年たちが男らしさを身につけ、将来社会に役立つ人間に成長することを願い20人の子どもたち

とともに実験キャンプを行いました。

このキャンプの体験をもとに、翌年『スカウティング フォア ボーイズ』という本を著し、少年たちの旺盛な冒険心や好奇心をキャ

ンプ生活や自然観察、グループでのゲームなどの中で発揮させ、「遊び」を通して少年たちに、自立心や協調性、リーダーシップ

を身につけさせようとしました。

日本には、1908（明治41）年にボーイスカウト運動が伝わり、全国各地に色々な少年団が数多く作られましたが、その後、全国的な

統一結成への動きが起こり、1922（大正11）年4月13日に「少年団日本連盟」が創立され、ボーイスカウト国際事務局に正式加盟し、

世界の仲間入りを果たしました。

世界では172の国と地域、5,700万人以上、日本には団と言われる活動母体が約2,000あり、約９万人が活動しています。2022年には日

本連盟100周年、2024年には東京連盟75周年を迎えます。

わたくしたちは、ボーイスカウトの組織を通じ、青少年がその自発活動により、自らの健康を築き、社会に奉仕できる能力と人生

に役立つ技能を体得し、かつ、誠実、勇気、自信および国際愛と人道主義を把握し、実践できるよう教育することを目的としてい

ます。ボーイスカウト活動は、野外で、子どもたちの自発性を大切に、グループでの活動を通じて、それぞれの自主性、協調性、

社会性、たくましさやリーダーシップなどを育んでいきます。そのプログラムはバラエティに富んでいて、各年代においても様々

です。

こうした特徴のある活動を展開してきた10年間の歩みを簡単に取り纏めましたのでご高覧戴ければ幸甚に存じます。



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2010年4月26日 地区総会 三鷹スカウト会館

5月16日
第15回日本ジャンボリー地区

派遣隊結団式
三鷹スカウト会館

7月10日 地区危機管理･安全管理講習会 立正佼成会調布教会

7月11日 VS救急法講習会 カトリック吉祥寺教会

7月21日 地区協議会 カトリック吉祥寺教会

7月24日
第15回日本ジャンボリー地区

派遣隊壮行会
府中市グリーンプラザ

8月1日～9日 第15回日本ジャンボリー 静岡県朝霧高原

9月11日 VSフォーラム カトリック吉祥寺教会

9月18日 受章を祝う会 カトリック吉祥寺教会

10月3日 ボーイスカウト講習会 府中市教育センター

10月16日～17日 東京連盟VSフォーラム すみだセミナーハウス

10月31日 CSラリー 一橋大学

11月14日 BVSラリー 野川公園

11月13日～14日 RS100Kmハイク 布多天神社（ＣＰ）

11月19日～21日 BSA日本地区秋季キャンポリー 多摩レクリエーションセンター

12月4日 指導者研究会 武蔵国府八幡宮

2011年2月20日 登録審査 国分寺市けやきスポーツセンター

3月6日 ボーイスカウト講習会 三鷹スカウト会館

3月12日・13日 救急法講習会 府中市教育センター

２０１０年（平成２２年）４月１日～２０１１年（平成２３年）３月３１日

特記事項

＊武蔵野地区・南武蔵地区合併、南武蔵野地区誕生

4隊参加：スカウト40名・指導者20名

＊BVS・指導者・保護者、約200名参加

＊CS・指導者・一橋大学学生・留学生参加

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2011年4月24日 地区総会 三鷹スカウト会館

5月29日 BSグリンバー訓練（座講） カトリック吉祥寺教会

6月12日 BSグリンバー訓練（実技） 武蔵国府八幡宮

6月19日 受章を祝う会 カトリック吉祥寺教会

6月26日 CS指導者研修会 三鷹スカウト会館

7月20日 地区協議会 カトリック吉祥寺教会

9月11日 VSフォーラム 立正佼成会調布教会

10月16日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

11月3日 地区発足一周年記念ラリー 国営昭和記念公園

11月12日～13日 東京連盟VSフォーラム

12月3日 指導者特技研究会 武蔵国府八幡宮

2012年2月15日 VS進歩に関する研修会 カトリック吉祥寺教会

2月19日 登録審査 立正佼成会調布教会

3月11日 VS救急法講習会 府中市教育センター

3月24日～25日 スカウトキャンプ研修会 武蔵国府八幡宮

3月31日～4/1日 VS50Kmオーバーナイトハイク 地区内

２０１１年（平成２３年）４月１日～２０１２年（平成２４年）３月３１日

特記事項

＊スカウト・指導者：約６５０名参加　全体セレモニー・各団紹介の

後、部門に分かれ追跡ハイク、ゲーム・ソングに挑戦

VS・RS部門は合同食事会

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2012年4月22日 地区総会・地区協議会 ルミエール府中

5月20日 BS拡大円卓 立正佼成会調布教会

6月2日～3日 BSグリンバー訓練 武蔵国府八幡宮

6月17日 受章を祝う会 カトリック吉祥寺教会

6月23日 CS拡大円卓 府中1団･団ルーム

6月30日 VS拡大円卓 府中市教育センター

2021年9月2日 新指導者体系説明会 カトリック吉祥寺教会

9月8日～9日 東京連盟VSフォーラム 練馬区立開進第二中学校

9月9日 VSフォーラム・RSセミナー 立正佼成会調布教会

10月14日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

11月4日 BSラリー 都立武蔵野自然公園

11月17日～18日 RS100Kmハイク
ひよどり山～布多天神～国分寺市役所～ひよ

どり山

11月18日 BVSラリー 都立多摩動物公園

11月25日 CSラリー 都立野川公園

12月8日 指導者特技研究会 カトリック吉祥寺教会

2013年1月27日 BVSソング研究会 カトリック吉祥寺教会

2月17日 登録審査 立正佼成会調布教会

2月17日 VS・RS青梅マラソン奉仕 青梅市

2月24日 VS・RS東京マラソン奉仕 東京都

3月10日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

3月17日 東京都視覚障がい者健康マラソン奉仕 国営昭和記念公園

２０１２年（平成２４年）４月１日～２０１３年（平成２５年）３月31日

特記事項

地区4名参加、（全員完歩）

小金井１団 長島さん1位

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

２０１２年（平成２４年）４月１日～２０１３年（平成２５年）３月31日

特記事項

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事

3月31日 VS救急法講習会 府中市教育センター



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2013年4月7日 第16回日本ジャンボリー派遣隊結隊式 府中市グリーンプラザ

4月9日 合同円卓 カトリック吉祥寺教会

5月11日 地区総会 府中グリーンプラザ

5月26日 地区安全促進フォーラム 府中市教育センター

6月2日 CS指導者研究会 布多天神社

6月11日 合同円卓 カトリック吉祥寺教会

6月9日 VS技能章講習会「救急法」① 立正佼成会調布教会

6月15日 受章を祝う会 カトリック吉祥寺教会

7月21日 第16回日本ジャンボリー派遣隊壮行会 府中市グリーンプラザ

8月1日～8日 第16回日本ジャンボリー 山口県きらら浜

8月31日 第16回日本ジャンボリー解隊式 府中市グリーンプラザ

8月31日～9月1日 東京連盟VSフォーラム 練馬区立開進第二中学校

9月8日 VSフォーラム 府中市教育センター

9月28日 VS・RS奉仕 国民体育大会開会式 味の素スタジアム

10月6日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

10月8日 国民体育大会閉会式 味の素スタジアム

10月12日・14日
障害者スポーツ大会（開会式・閉会式）

奉仕
味の素スタジアム

10月19日～20日 VS指導者研究会 府中市人見研修所

10月27日 BSラリー 国分寺市立第四中学校

11月16日～17日 RS100Kmハイク 都内

11月17日 安全促進フォーラム 府中市教育センター

＊テーマ：自然災害に備える　ＶＳ22名、指導者11名

＊スタ－ト：池上本門寺　地区RS7名参加　完歩1名

２０１３年（平成２５年）４月１日～２０１４年（平成２６年）３月３１日

特記事項

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

２０１３年（平成２５年）４月１日～２０１４年（平成２６年）３月３１日

特記事項

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事

11月24日 BVSラリー 都立武蔵野の森公園

11月24日 CSラリー 東京農工大学府中キャンパス

12月14日 指導者特技研究会 カトリック吉祥寺教会

12月21日～22日 VS技能章講習会「救急法」② 府中市教育センター

2014年2月9日 3地区合同PWD大会予選　　　CS 国立天文台

2月16日 登録審査 カトリック吉祥寺教会

2月16日 VS・RS　青梅マラソン奉仕 青梅市

2月23日 VS・RS　東京マラソン奉仕（２０１４） 東京都

3月16日 東京都視覚障がい者健康マラソン奉仕 国営昭和記念公園

3月15日～16日 スカウトキャンプ研修会 武蔵国府八幡宮

3月29日～30日 VS50Kmオーバーナイトハイク 南武蔵野地区内 ＊参加16名　完歩13名（距離：51.6ｋｍ）

＊スカウト14名、指導者9名、府中消防署員1名、

   （救急協会1名）

＊雪のため中止

＊VS・RS・指導者：25名

＊BS・VS・RS・指導者：５７名

＊スカウト・指導者22個団、263名参加

＊スカウト・指導者・保護者：１６９名参加



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2014年4月6日 VSアフターフォーラム発表会 府中市教育センター

5月11日 地区総会 府中市グリーンプラザ

5月24日 CS拡大円卓 調布10団団ルーム

6月7日～8日 VS技能章講習会「救急法」 府中市教育センター

6月15日 BS指導者研究会 府中市教育センター

6月21日 受章を祝う会 カトリック吉祥寺教会

6月28日～29日 RS懇親キャンプ 八王子下恩方町

7月16日 地区協議会 立正佼成会調布教会

７月20日～21日 VSフォーラム 武蔵国府八幡宮

8月30日 BVS指導者研修会 三鷹消防署

9月6日～7日 東京連盟VSフォーラム 練馬区立開進第二中学校

９月１９日～２１日 BS　BSＡ秋季パトロール・オー・リー 多摩レクリエーションセンター

10月5日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

10月19日 ビバルク2014 谷保天満宮～矢川駅

10月25日～26日 RSセミナー 八王子下恩方町

10月26日 BSラリー 武蔵野公園、野川公園、武蔵野の森公園

11月1日～2日 VS指導者研修会 府中市若松町人見研修所

11月15日～16日 RS100Kmハイク 多摩５地区・大國魂神社（ＣＰ）

11月24日 CSラリー 武蔵野公園、野川公園、武蔵野の森公園

12月7日 指導者特技研究会 調布10団団ルーム

2015年1月25日 東京都視覚障がい者健康マラソン奉仕 国営昭和記念公園 ＊BS以上：スカウト41名、指導者26名

特記事項

２０１４年（平成２６年）４月１日～２０１５年（平成２７年）３月３１日

＊スタート・ゴール：稲城第６小学校　地区９名参加　完歩６名

＊VS7名、BS6名、指導者5名

＊テーマ：23WSJに向けて　10名参加

＊スコアーOL大会　参加：スカウト63名、指導者37名

＊3班体制18名参加

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所 特記事項

２０１４年（平成２６年）４月１日～２０１５年（平成２７年）３月３１日
凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事

1月31日 ビーバーソング研究会 Part2 カトリック吉祥寺教会

1月31日 CS3地区合同PWD大会 日野市市民の森ふれあいホール

2月8日 CS合同隊集会 府中市教育センター

2月8日 登録審査 カトリック吉祥寺教会

2月15日 第50回青梅マラソン奉仕 青梅市

2月22日 東京マラソン奉仕（2015） 東京都

3月15日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

3月29日 VSオリエンテーリング大会 こどもの国

＊VS・RS：11名、指導者6名

＊VS・RS：10名、指導者17名

＊多摩西・新多磨・南武蔵野地区



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2015年4月5日 23WSJ派遣隊結隊式 府中グリーンプラザ

5月9日 地区総会・協議会 カトリック吉祥寺教会

5月9日 故 福原地区委員長を偲ぶ会 カトリック吉祥寺教会

6月2日 指導者研究会(1/2) カトリック吉祥寺教会

6月7日 VS技能章講習会「救急法」 府中市教育センター

6月9日 指導者研究会(2/2) カトリック吉祥寺教会

6月14日 受章を祝う会 カトリック吉祥寺教会

6月27日 CS指導者研究会 調布10団団ルーム

7月12日 地区協議会 府中市グリーンプラザ

7月12日 Ｓ・Ｆ・Ｈ講演会 府中市グリーンプラザ

7月12日 23WSJ派遣隊壮行会 府中市グリーンプラザ

7月20日 VSフォーラム 立正佼成会調布教会

7月24日～25日 23WSJポーランド隊ホームステイ50名 調布サレジオ修道院

7月29日～8月7日 第23回世界スカウトジャンボリー 山口県きらら浜

8月9日～8月11日 23WSJチェコ隊ホームステイ10名 地区スカウト家庭

8月30日 23WSJ派遣隊解隊式 府中市教育センター

9月5日～6日 東京連盟VSフォーラム 練馬区立開進第二中学校

9月6日 指導者研修会 府中市教育センター

9月13日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

9月17日～18日 BSラリー 高尾山

10月25日 ビーバーランド2015 都立野川公園、武蔵野の森公園

２０１５年（平成２７年）４月１日～２０１６年（平成２８年）３月３１日

特記事項

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

２０１５年（平成２７年）４月１日～２０１６年（平成２８年）３月３１日

特記事項

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事

11月19日～20日 RS100Kmハイク

11月22日 RSセミナー 府中第１団　団ルーム

11月29日 CSラリー 都立野川公園

12月13日 VS指導者研修会 府中市教育センター

12月19日 地区協議会 立正佼成会調布教会

12月26日 技能章講習会「救急法」 府中市教育センター

2016年1月17日 RSセミナー 府中第１団　団ルーム

2021年1月24日 東京都視覚障がい者健康マラソン奉仕 国営昭和記念公園

1月24日 指導者特技研究会 布多天神社境内

1月31日
2地区合同PWD地区大会　（新多磨地区

合同）
東京農工大（府中）体育館

2月7日 登録審査 立正佼成会調布教会

2月21日 青梅マラソン奉仕 青梅市

2月28日 東京マラソン奉仕 東京都

2月28日 RSミーティング 調布10団団ルーム

3月6日 BS指導者研修会 府中市教育センター

3月12日～13日 スカウトキャンプ研修会 地蔵山

3月13日 RSミーティング 府中第１団　団ルーム

3月26日 BVS指導者研修会 上北台駅より野山北公園までハイキングコース

3月26日～27日 VSオーバーナイトハイク 南武蔵野地区内

＊BS以上：スカウト29名、指導者17名

＊VS以上：スカウト８名、指導者８名

＊RS６名、指導者１４名



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2016年4月20日 地区総会 立正佼成会調布教会

6月5日 安全セミナー・上級救命講習会 府中消防署

6月12日 受章を祝う会 府中市グリーンプラザ

６月19日 救急法講習会 府中・片山文化センター

6月26日 BVS/CS合同指導者講習会 国立天文台コスモス会館

9月3日～4日 東京連盟VSフォーラム 練馬区立開進第二中学校

9月11日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

9月16日～19日 RSフォーラム 奥多摩町川井キャンプ場

9月18日 団委員研修会 府中市グリーンプラザ

10月23日 ビバルク2016 平山城址～長沼公園

10月23日 VS技能章講習会「炊事章」 武蔵国府八幡宮

10月30日 BSラリー 南武蔵野地区全域

11月19日～20日 第50回記念RS100Kmハイク
＊中央大学スタート・増上寺ゴールのワンウエ

イ：

11月27日 CSラリー 多摩動物公園

12月21日 地区協議会 立正佼成会調布教会

2017年1月21日 指導者特技研究会 布多天神社境内

1月22日 東京都視覚障がい者健康マラソン奉仕 国営昭和記念公園

1月29日 3地区合同PWD大会 東京農工大（府中）体育館

2月5日 登録審査 府中市教育センター

2月19日 青梅マラソン奉仕 青梅市

2月26日 東京マラソン奉仕 東京都

＊BS以上：スカウト50名、指導者21名

＊RS2名、指導者17名

２０１６年（平成２８年）４月１日～２０１７年（平成２９年）３月３１日

特記事項

＊３０ｋｍハイク

＊参加：スカウト１６名、指導者１３名

参加7名

＊地区10名参加　完歩5名（参加総数：376名、完歩222名）

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

２０１６年（平成２８年）４月１日～２０１７年（平成２９年）３月３１日

特記事項

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事

3月5日 BS指導者講習会 調布10団団ルーム

3月12日 ボーイスカウト講習会 国立天文台コスモス会館

3月25日 CS PWD関東大会 多摩ヒルズレクリエーションセンター

3月19日 VSオリエンテーリング大会 滝山城址公園



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2017年4月19日 地区総会 立正佼成会調布教会

5月20日 BVS指導者研修会 三鷹消防署

6月11日 受章を祝う会 カトリック吉祥寺教会

6月18日 スカウト救急法講習会 府中市教育センター

6月24日 CS指導者研修会 府中市教育センター

7月23日 安全セミナー カトリック吉祥寺教会

7月23日 地区協議会 カトリック吉祥寺教会

9月2日～3日 東京連盟VSフォーラム 練馬区立大泉中学校

9月10日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

9月18日 団委員研修会 府中市グリーンプラザ

9月24日 VSフォーラム 府中市グリーンプラザ

9月30日 セーフ･フロム･ハーム勉強会[1] 府中市教育センター

10月14日 セーフ･フロム･ハーム勉強会[2] 府中市教育センター

10月15日 VS指導者研修会 府中第１団　団ルーム

10月22日 ビーバーランド2017 台風の為、中止

11月26日 CSラリー 野川公園

11月18日～１９日 RS100Kmハイク ひよどりキャンプ場スタート

12月2日～3日 RSフォーラム 武蔵国府八幡宮

12月20日 地区協議会 立正佼成会調布教会

2018年1月28日 3地区合同PWD大会 東京農工大（府中）体育館

1月21日 東京都視覚障がい者健康マラソン奉仕 国営昭和記念公園

２０１７年（平成２９年）４月１日～２０１８年（平成３０年）３月３１日

特記事項

＊BS以上スカウト３６名・指導者１８名　54名

*13参加：８名完歩

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

２０１７年（平成２９年）４月１日～２０１８年（平成３０年）３月３１日

特記事項

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事

2月4日 登録審査 府中市教育センター

2月18日 青梅マラソン奉仕 青梅市

2月25日 東京マラソン奉仕 東京都

2月25日 BS指導者講習会 武蔵野の森公園

3月4日 CS　ＰＷＤ東京大会 本郷学園

3月17日～１８日 スカウトキャンプ研修会 武蔵国府八幡宮

3月24日～25日 VS50Kmオーバーナイトハイク 南武蔵野地区内

＊VS以上スカウト・指導者20名



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2018年4月18日 地区総会 立正佼成会調布教会

2018年6月3日 VS救急法講習会 府中市教育センター

6月10日 受章を祝う会 小金井市「萌え木ホール」

6月23日 CS指導者研修会 府中市教育センター

7月17日 安全セミナー 府中市教育センター

7月17日 地区協議会 府中市教育センター

8月4日～10日 第17回日本ジャンボリー 石川県珠洲市

8月19日 VSフォーラム 立正佼成会調布教会

9月1日～2日 東京連盟VSフォーラム 練馬区立開進第二中学校

9月9日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

10月15日 VS指導者講習会 調布市教育センター

10月21日 ビーバーランド2018 武蔵野の森公園遊びの広場

10月28日 BSラリー
調布教会→布多天神社→武蔵府中八幡神

社

11月10日～11日 RS100Kmハイク 芝増上寺スタート・ゴール

11月25日 CSラリー 都立小金井公園

12月19日 地区協議会 立正佼成会調布教会

2019年1月19日 指導者特技研究会 武蔵野第１団スカウトホーム

1月26日 地区RS懇親会 武蔵野第１団スカウトホーム

1月27日 3地区合同PWD予選会 東京農工大（府中）体育館

2月3日 登録審査 武蔵野第１団スカウトホーム

2月17日 青梅マラソン奉仕 青梅市

２０１８年（平成３０年）４月１日～２０１９年（平成３１年）３月３１日

特記事項

＊参加324名　完歩２５０名・７名参加　完歩4名

＊スカウト15名（BS9名含む）・指導者13名

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

２０１８年（平成３０年）４月１日～２０１９年（平成３１年）３月３１日

特記事項

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事

2月24日 BS部門拡大円卓 立正佼成会調布教会新研修室

2月24日 CS PWD東京大会 国士舘大学体育館

3月3日 東京マラソン奉仕 東京都

3月10日 安全促進拡大フォーラム 調布市教育センター

3月17日 東京都視覚障がい者健康マラソン奉仕 国営昭和記念公園

3月17日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

3月24日 VS　OL大会 都立滝山公園

＊地区指導者5名

*スカウト53名・指導者20名：72名



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2019年4月13日

（平成３１）
地区RS懇親会 府中第１団団ルーム

4月17日 地区総会 立正佼成会調布教会

2019年6月16日

（令和0１）
受章を祝う会 むさし府中商工会議所

2019年6月22日

（令和0１）
CS指導者研修会 武蔵府中商工会議所

6月23日 VSフォーラム 調布市文化会館たづくり

7月21日 地区協議会 府中市教育センター

7月21日～８/５ 第24回世界スカウトジャンボリー 米国ウェストバージニア州

8月6日～8/11 東京連盟サマーキャンプ２０１９

9月7日～8日 東京連盟VSフォーラム 練馬区立大泉中学校

9月8日 ボーイスカウト講習会 東京農工大学府中キャンパス

9月21日～23日 RSセミナー 奥多摩･川井キャンプ場

10月20日 ビバルク2019
谷保天満宮→国分寺崖線→ママ下湧水→

矢川駅

10月27日 BSラリー
府中八幡神社→大國魂神社→国分寺→小

金井→三鷹

11月9日 天皇陛下御即位祝賀御列 皇居周辺

11月12日 セーフ･フロム･ハーム研修会 府中市市民活動センター「ル･シーニュ」

11月16日～17日 RS100Kmハイク ひよどり山キャンプ場

11月23日 VS救急法講習会 立正佼成会調布教会

11月24日 CSラリー 都立小金井公園

2020年01月26日

(令和02)
3地区合同PWD予選会（CS） 東京農工大（府中）体育館

2月2日 登録審査 府中市教育センター

２０１９年（平成３１年）４月１日～２０２０年（令和２年）３月３１日

以下年度内活動停止

特記事項

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



月日 スカウト行事 指導者研修・会議 開催場所

2020年4月15日 地区総会 Zoomによるオンライン総会

8月8日 RS集会 Zoomによるオンライン研修

8月23日 VSフォーラム Zoomによるオンライン開催

9月6日～7日 東京連盟VSフォーラム Zoomによるオンライン開催

10月25日 セーフ･フロム･ハーム講習会 Zoomによるオンライン研修

10月25日～11月15

日
韓国連盟国際デジタルジャンボリー2020 Zoomによるオンラインジャンボリー

11月8日 部門指導者研修会 Zoomによるオンライン研修

2021年1月31日 4地区合同PWD予選会（CS）（中止） 東京農工大（府中）体育館

2月27日 BS部門指導者研修【拡大円卓】 Zoomによるオンライン研修

2月27日 PWD東京大会（CS） 本郷学園・無観客開催

２０２０年（令和２年）４月１日～２０２１年（令和３年）３月３１日

特記事項

2020年度　研修会・講習会についてはWebもしくは延期・中止

凡例： 日本連盟行事 東京連盟行事 地区行事



2021年11月

南武蔵野地区発足10周年記念行事実行委員会


