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口目 的 全国の加盟団園隊のスカウト繍指導者が地域社会への奉せ活動をはじめ、さま
スカウト活動を全国の各地域において一斉に畏揺し、加盟員一人ひとりが地域社会に
献するとともに、スカウト運動が地域社会に根ざした実銭活動で為ることを志く社会に
アピーんすることを目的!こ� fスカウトの日j を実詫しますむ

施臼 平成25年 9丹 16詰(月詣祝倍〉

龍 公益財団法人ボーイスカウト自

口後 援 文部科学省.J享生労語審� a

一援票田法人セブンーイレ

日テーマ 地球大好き� ILove the Earth. …� f地球まるごとキレイにしよう!J~ 
9月の第� 3丹曜誌の敬老の日を� fスカウトの日jと定め、「地

まま大好き� 1Love the Earth.Jを合詰諜として開催していま
すQ わたしたちの星、地球。スカウトー人ひとりが、今の地球
上!こ起こっている問題について考えながら、それぞれの地域で、
それぞ札のやヲ方で行動することが期待されています。私たち

...~の社会と地球環境の未来に向けてできることから行軌を開始� 
しましょう。力をあわせて、「地球まるごどキレイ!こしましょ� creanUp翠す-the.Warほ
う!J 
また、「スカウトの日� jは世界のスカウト週勤でも取り組んでいる「クりーンアップ麗

ザ� 

社会事仕活動j

各国、地区、集連盟の独邑

二基づく

f東日本大震災援興支援の活動J fこも

a ワールドJに登録して活動してい

クリーンアップ・ザ関ワールドとは、

世界中のあらゆる場所で、{囲人及び地域社会が躍り

ようというものです。国連環境計画� (UNEP)

以上の国から約� 3500万人のボランティ


口活動内器 「環境保全調環境美化の活動J r
に関する活動J r

やその他の清掃イベントなどを含めた誰でもが簡単に参加できる

じめ、植林活語や地域の老人語設での奉仕活動など、テーマi
崩しておザますむ昨年度にきiき続き、� 

ヲ組みをお顕いいたします。

口実路方法 誌、日本連盟公式ホームページから参加申込み(資材申込み)を行い
込みがあった自に対し� 8月中旬を巨処に活動資材一式を 。

、ホームページ上において活動の報告を行います。

く援申込みに醸してのお顕い〉
 
1つの聞かも葉諒して申込まれるケースがあります。囲内において、ご招
 て

いただきますようお騒いいたします。
争締め切り後、多加!こ関する問い合わせが毎年多く寄せられます� 締切日をご確認いたD

絡を持ってご応募ください。

日報告書 日本連盟は各回の報告をtりまとめ、平成25年度「ス力ウトの日j を咋成し� Q 

口活動報告のお願い
「平成� 24年度民腕報告審Jの巻末!こ添付されている用紙を事Jmし、期日までに地区
の県連盟にご報告くだおい。県連盟への報告は� 10月� 16 B (水)までにお顕いいたし

晦また、参加申込みと同様!こ、ホームページ上で活動報告も受付けております。報告の手棋につきま
しては、� 7月以降、臼本連盟ホームベ…ジ及び各都道府県連盟を遥じてお知もせいたしますn ご
認ください。

、」の約40年間継続して実詫している環境を考える実態活動である� fスカウ

トの� BJの取り組みをJ丹関穫の第16@]日本ジャンボリーにてi玄く民知するとともに、� 

12月13日""14日硲東京ゼッグサイトで関寵される日本最大殺の環境農示会「ヱコブ口

ダクツ2013J (入場無料)においても出展して、一設の方々や世界に向けて広く

していく予定です。ぜひ確実に報告をご提出いただくとともに、ご来場くださるよう

お頼いし
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5. 	 9月� 16時(月� 祝) [スカウトの日 j を実施。e

6. 	 を実施し� 24 日本連盟ホ
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しま	 りは� 10月� 16日となっ ち
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目 の活動 あるい 組団 を知 としてご活用い

くととも インターネットでの報告にも� 

40年間継続 している える る� fスカウトの日� j
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