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SHQ インフォ 
 第２号（2012.7.7 発信） 発 信 SHQ 総務班 

 
SHQ インフォは尾張 SC の参加隊指導者向け SHQ 情報です。適宜、発信されます。 

内容に関する照会は、各地区のボーイ担当副コミッショナー経由でお願いします。 

 
１．尾張 SCについて 

 改めてですが、今回の大会における尾張サブキャンプ（SC）の概要をお知らせします。 

ご承知のとおり、尾張 SC は、尾張東地区・尾張西地区・尾張南地区の 3 地区で構成します。3 地区の

参加隊状況と SHQ 概要として、次の資料を「尾張 SC 専用サイト」に掲載しますので、ご確認くださ

い。大会まで約 1 ヵ月、準備・期間中の SC 運営等、スカウトにとって良い思い出となり、無事に終了

できるよう参加隊指導者各位のご理解とご協力をお願いいたします。 

  ○参加隊一覧  ○SHQ 組織図 

   ※SC 全体の緊急連絡網・安全担当者組織図は、携帯電話番号等の個人情報を含みますので、参加

隊長宛て、運営本部長付（BS 担当副ｺﾐｯｼｮﾅｰ）より個別にメール送付させていただきます。 

 

２．SHQ各班からの情報 

（１）プログラム班 

  ■プログラムチケット 

   地区単位にプログラムチケットを運営本部長付（BS 担当副ｺﾐｯｼｮﾅｰ）宛て割り振りますので、地区

内の参加隊にて調整し、各プログラムごとの参加者名簿を作成・運営本部長付（BS 担当副ｺﾐｯｼｮﾅｰ）

宛て提出願います。 

     ※詳細は、運営本部長付（BS 担当副ｺﾐｯｼｮﾅｰ）より展開されます。 

     ※プログラムチケットに関する注意事項は、下記「プログラムに関する事項」を確認ください。 

■班旗コンテスト 

   参加隊で作成した班旗のコンテストが実施されます。GHQ へ SC から 3 点推薦するに当たり、3

点をみなさんの投票によって決定し、SC ナイトにて SC 表彰も行ないます。つきましては、投票

実施のため以下の事前対応が必要となりますので、ご協力をお願いします。 

    ・所定のルール（約 30 ㎝×45 ㎝）に従い、班旗を事前に作成願います。 

    ・作成した班旗をデジカメで撮影し、プログラム班担当者宛てメール送付願います。 

    ・会場到着報告時、「会場到着時におけるプログラムに関する報告事項（報告書）」と共に、班旗

を受付に一旦提出（8/4～５まで展示）願います。 

    ・投票方法等、実施要項は参加隊長宛て運営本部長付（BS 担当副ｺﾐｯｼｮﾅｰ）より別途にメール送

付させていただきます。 

    ○写真ﾃﾞｰﾀ送付期限：7 月 22 日（日） 

    ○写真ﾃﾞｰﾀ送付先：貴田吉晴  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ yytykida@fantasy.plala.or.jp 

  ■開会式での隊旗登壇 

   8/5（日）夜の開会式では、参加原隊の隊旗登壇があります。ついては、参加スカウト原隊の隊旗

（隊棒用ベルト・白手袋）を準備いただくと共に、会場到着報告時、参加旗手名を「会場到着時に

おけるプログラムに関する報告事項（報告書）」を記入し、受付へ提出願います。 

    ○練習・リハーサル：8 月 5 日（日）14:30～16:00 アリーナ 
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  ■GHQ 救護部による AED 講習会 

   8/5（日）に GHQ 救護部による「AED 講習会」が次の通り開催されます。ついては参加隊の安全

担当副長から 7 名（東 4 名・西 2 名・南 1 名）参加いただきますので、地区内であらかじめ調整

のうえ、会場到着報告時、参加者名を「会場到着時におけるプログラムに関する報告事項（報告書）」

を記入し、受付へ提出願います。 

    ○実施日時：8 月 5 日（日）10:00～ GHQ 救護所 

  ■大集会野営区出し物（はだかまつり）参加スカウト報告 

   会場到着報告時、参加者名を「会場到着時におけるプログラムに関する報告事項（報告書）」を記入

し、受付へ提出願います。 

■その他プログラムに関する事項 

   「プログラムに関する事項」を別途提示しますので、熟読願います。 

 

（２）野営管理班・救護班 

  ■キャンプに関する留意事項 

   「野営生活に関する事項」を別途提示しますので、熟読願います。 

 

（３）輸送班 

  ■資材の搬入出計画（資材搬入車両調査） 

   7/29（日）の資材搬入は、現地での混雑が予想されるため、搬入車両をあらかじめ把握し、3 地区

の車両をコントロールする必要があります。つきましては、「資材搬入車両調査」を行ないますので、

分かる範囲で記入いただき、報告願います。 

○報告期限：7 月 15 日（日） 

○報 告 先：運営本部長付（各地区 BS 担当副ｺﾐｯｼｮﾅｰ） 

      ※回答書は「尾張 SC 専用サイト」にも掲載されています。 

  ■参加隊指導者交替用車両の報告 

   大会期間中、自家用車の駐車スペースには限りがありますので、大会本部が準備する駐車スペース

への駐車車両をあらかじめ定め、許可証を発行します。つきましては、駐車を希望する車両を「自

家用車使用を伴う指導者の交替一覧（回答書）」にて報告願います。 

なお、近隣民間駐車場等の使用は厳禁です。 

○報告期限：7 月 15 日（日） 

○報 告 先：運営本部長付（各地区 BS 担当副ｺﾐｯｼｮﾅｰ） 

      ※回答書は「尾張 SC 専用サイト」にも掲載されています。 

 

（４）施設資材班 

  ■「参加団プレート」の掲示 

   大会期間中、参加スカウト原隊の団名プレートを掲示します。運営本部長付（BS 担当副ｺﾐｯｼｮﾅｰ）

より展開されているプレート（20 ㎝×60 ㎝）の作成要領に次の事項を追加します。 

    ・穴あけは不要です。施設資材班で行います。 

    ・7/29（日）の資材搬入時に提出願います。 

 

（５）配給班 

  ■一部メニューの変更 

   当初予定のメニューが一部変更となっています。県連（大会実行委員会）のホームページにてご確

認ください。 



  ■保冷用氷の配給 

   大会期間中、「20 名につき 1 貫」の割合で保冷用氷を夕食食材の配給時に配給しますので、クーラ

ーボックス等の保管容器の準備をお願いします。有償追加分も同時に配給されます。 

 

（７）総務班 

  ■「キャンポリー見学者」調査について 

   県連（大会実行委員会）より「第１回東海キャンポリー見学者の調査について」が７月 16 日（日）

を報告期限として発信されております。尾張 SC としても見学者の規模感を把握したく、見学の該

当があり、県連（大会実行委員会）へ報告の際は、同回答書のコピーを BS 担当副コミッショナー

経由、総務班へも提出いただくよう、お願いいたします。 

     ○報告期限：7 月 17 日（火） 

 ○報 告 先：運営本部長付（各地区 BS 担当副ｺﾐｯｼｮﾅｰ） 

      ※調査依頼・回答書は「尾張 SC 専用サイト」にも掲載されています。 

      ※県連（大会実行委員会）への報告期限は 7 月 16 日（月）ですのでご注意ください。 

       県連（大会実行委員会）への報告は各地区の指示に従ってください。 

■資材搬入参加者の報告 

   7 月 29 日（日）に各地区とも資材搬入を行ないますが、当日の参加予定者を把握したく、輸送班

から依頼の「資材搬入車両調査」と合わせてご報告願います。 

     ○報告期限：7 月 15 日（日） 

     ○報 告 先：運営本部長付（各地区 BS 担当副ｺﾐｯｼｮﾅｰ） 

      ※回答書は「尾張 SC 専用サイト」にも掲載されています。 

  ■参加隊の会場到着時報告 

   参加隊は、会場到着時、「参加隊到着報告書」と参加者名簿（確定申込時使用したもの）を提出して

ください。入営時の混雑を避けるため、参加隊はまず、あらかじめ割振られている各隊サイトへス

カウトを誘導し、その後、速やかに（到着 30 分以内）SHQ 受付へ報告書を提出してください。 

   なお、SHQ 受付への報告完了以前に設営等の作業には着手しないでください。 

   また、報告書提出時、合わせて「会場到着時におけるプログラムに関する報告事項（報告書）」、班

旗等も提出してください。 

※「参加隊到着報告書」は「尾張 SC 専用サイト」に掲載されています。 

■大会期間中の会議 

   SC 内の情報伝達・共有のため、大会期間中、次の会議を開催しますので、ご予定願います。 

日付 会議名 時間 場所 対象者 

8/4(土) SC 安全担当者会議 14:00～14:30 SC 会議場 安全担当副長 

SC 参加隊長会議 16:30～17:00 SC 会議場 参加隊長 

8/5(日) SC 参加隊長会議 14:00～14:30 SC 会議場 参加隊長 

8/6(月) SC 参加隊長会議 16:30～17:00 SC 会議場 参加隊長 

8/7(火) SC 参加隊長会議 16:30～17:00 SC 会議場 参加隊長 

8/8(水) SC 参加隊長会議 14:00～14:30 SC 会議場 参加隊長 

    ※上記の他、臨時に会議を召集する場合があります。 

  ■尾張 SC 準備スケジュール 

   尾張 SC として決定している準備スケジュールを更新しました。 

     ※スケジュールは「尾張 SC 専用サイト」に掲載されています。 

◎第２号は以上です。 


