
北海道連盟 札幌市豊平区平岸4条14丁目3-40 011-823-7121
青森県連盟 青森市荒川字藤戸119-7 県総合社会教育センター内 017-739-0660
岩手連盟 盛岡市みたけ3-38-20 県青少年会館内 019-641-1995
宮城県連盟 多賀城市鶴ヶ谷1-4-1 県多賀城分庁舎内 022-355-6265
秋田県連盟 秋田市寺内神屋敷3-1 県青少年交流センター内 018-857-0068
山形県連盟 山形市旅篭町2-5-12   山形メディアタワー内 023-633-7995
福島連盟 福島市黒岩字田部屋53-5 県青少年会館内 024-546-4155
茨城県連盟 水戸市緑町1-1-18 県立青少年会館 3F 029-226-8482
栃木県連盟 宇都宮市桜4-2-2 県立美術館普及分館 3F 028-621-9800
群馬県連盟 前橋市荒牧町2-12 県青少年会館内 027-232-7620
埼玉県連盟 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 県浦和合同庁舎別館内 048-822-2463
千葉県連盟 千葉市稲毛区天台6-5-2 県青少年女性会館内 043-287-1755
神奈川連盟 横浜市旭区中尾町2-1-14 スカウト会館内 045-365-3421
山梨連盟 甲府市湯村1-13-13 石橋隆秀 方 055-226-5003
東京連盟 文京区本郷1-34-3  6Ｆ 03-3868-2351
新潟連盟 新潟市中央区下大川前通4-2195 025-229-5454
富山県連盟 富山市舟橋北町7-1 県教育文化会館内 076-432-6505
石川県連盟 金沢市平和町1-3-1県平和町庁舎 2Ｆ 076-272-8064
福井連盟 福井市下六条町14-1県生活学習館 2Ｆ 0776-41-4064
長野県連盟 松本市島内8880 0263-34-1300
岐阜県連盟 岐阜市薮田南5-14-53 県民ふれあい会館第2棟 9F 058-275-5356
静岡県連盟 静岡市葵区田町1-70-1県青少年会館 1Ｆ 054-255-6185
愛知連盟 名古屋市中区三の丸3-2-1 県東大手庁舎 6F 052-972-6281
三重連盟 津市一身田上津部田1234 県総合文化センター内生涯学習センター 2F 059-233-1166
滋賀連盟 大津市京町4-3-28 県厚生会館（滋賀県子ども・青少年局分室内） 077-522-3681
京都連盟 京都市南区東九条下殿田町70 府民総合交流プラザ 3F 075-662-8801 
兵庫連盟 神戸市中央区下山手通4-16-3 県民会館 8F 078-333-1781
奈良県連盟 天理市川原城町53-3 ことぶきビル 3F 0743-25-3996
和歌山連盟 和歌山市松江北3-4-20 加藤隆也 方 073-452-3022
大阪連盟 大阪市天王寺区大道5-4-6 大阪スカウト会館 06-6770-0043
鳥取連盟 鳥取市立川町2-178 岡田一寿 方 0857-23-7410
島根連盟 松江市大庭町1751-13 県青少年館内 0852-25-5799
岡山連盟 浅口市金光町大谷320 金光教本部教庁内 0868-26-0531
広島県連盟 広島市中区小町4-33 中国電力（株）2号館内 082-242-2495
山口県連盟 山口市神田町1-80 防長青年館 1F 083-928-0079
徳島連盟 阿南市見能林町寺ノ前9-1中野貴裕 方 0884-23-3523
香川連盟 高松市国分寺町国分1009 県青年センター内 080-3161-4983
愛媛県連盟 松山市上野町甲650 県生涯学習センター内 089-963-8556
高知県連盟 四万十市中村弥生町37 青木浩 方 0880-34-7090
福岡県連盟 福岡市博多区東平尾公園2-1-3 県立総合プール 2F 092-624-3755
佐賀県連盟 杵島郡白石町大字今泉89-4 古賀三代好 方 0952-84-3937
長崎県連盟 長崎市賑町5-12（株）親和銀行長崎寮 2F 095-827-1656
熊本県連盟 熊本市中央区水前寺3-17-15県青年会館内 096-383-7901
大分県連盟 大分市大道町4-3-35トダカビル 3F　 097-545-2781
宮崎連盟 宮崎市大字熊野1443-12 県スポーツ会館 2F 0985-89-3250
鹿児島県連盟 鹿児島市泉町8-10 稗田将也 方 099-219-3345
沖縄県連盟 那覇市泊1-3-5 りゅうせき崇元寺 SS 2F 098-943-2385

入団のお問い合わせ／お近くで活動しているボーイスカウトにお気軽にお尋ねください。
また、お住まいの都道府県連盟事務局、または日本連盟までお問い合わせください。
詳細は、ホームページをご覧ください。

都道府県連盟事務局

〒113-8517 東京都文京区本郷1丁目34番3号  電話03（ 5805 ）2561㈹  ファクシミリ03（ 5805 ）2901

お問い合わせ先

2017.3

ボーイスカウト運動は
小さなキャンプから始まった
　ボーイスカウト運動の始まりは、1907年にイギリスで創始者であるロバー
ト・ベーデン -パウエル卿が20人の子どもたちと行った「実験キャンプ」です。
現在では世界の164の国と地域で約4,000万人ものスカウトが活動していま
す。青少年社会教育団体としては他に例を見ないほどの国際性をもち、その
意義が広く認められています。環境教育や国際理解・国際協力のプログラム
を積極的に展開し、国連の諸機関と協力し、国際貢献活動も行っています。

保護者の皆さまへ
　ボーイスカウトは、子どもたちの自発的
な活動を大切にしています。野外活動を中
心に、国際貢献活動や環境問題への取り
組みなどを通じて「前に踏み出すこと」「考
え抜く力」「諦めない心」「チームワーク」
など、社会で求められる力を育みます。

指導者もしっかり育成しています
　全国には約5万人の指導者がボランテ
ィアとして活動しています。指導者を対象
に、活動や安全管理などの研修を実施し
ている他、平成29年度からは、子どもた
ち等を危害から守る「セーフ・フロム・ハー
ム」の研修が必須となっています。 www.scout.or.jp

0120-333-159入団案内フリーコール

ボーイスカウトになろう！



対象年齢

小学3年生の4月から
主な概要

　カブスカウトは、小学3年生か
ら5年生を対象としています。目
標は自分で考え自分のことは自
分ですること。みんなでルール
を作って仲良く遊ぶこと。そして、
自然や社会とふれあうこと。こう
したことを通じ、自立心や創造力
を養います。

対象年齢

小学校1年生の4月から
主な概要

　ビーバースカウトは、ボーイスカウトで最
年少の小学1年生から2年生を対象として
います（就学直前の1月から仮入隊できます）。
みんなと仲良く遊ぶ。自然に親しむ。楽し
みや喜びを分かちあうなどをねらいに置き、
様々なことにチャレンジします。

対象年齢

小学6年生の4月から
主な概要

　ボーイスカウトは、小学6年生から中学
3年生を対象としています。キャンプやハイ
キングなど、野外活動の中で、リーダーシ
ップや協調性、社会性などを育みます。ま
た、奉仕活動を積極的に行い、人のために
役に立つことの大切さも学びます。

高校生以上は 　高校生年代になるとベンチャース
カウトに、18歳から25歳まではロー
バースカウトになります。ボーイスカ
ウトの中では、一貫性のある教育の最
終段階となり、より自主性に基づいた
活動を行います。そうした活動は、ア
ドベンチャーに富んだ内容や地域社

会への奉仕など様々な分野におよび
ます。また、国際大会など国際交流の
機会が多くなる他、ローバース
カウトでは、台湾や韓国のボ
ーイスカウトと協働しバン
グラデシュで国際貢献活
動などを行っています。

富士スカウト章
ベンチャースカウト
年代において最高位
の章です。年に一度、
代表による東宮御所
や首相官邸への表敬
訪問しています。

ローバースカウトたちによ
る国際貢献活動。こうした
機会を設け、現代社会の
ニーズに対応したグロー
バルな青年の育成を行っ
ています。

ビーバースカウト

カブスカウト

ボーイスカウト


