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SC インフォメーション

第４号（2016.7.25 発信）

発

信

SHQ 総務班

SC インフォメーションは尾張 SC の参加隊指導者向け SHQ 情報として適宜、発信されます。
内容に関する照会は、各地区の実行委員会・ボーイ担当副コミッショナー経由でお願いします。

１．「SC インフォメーション」について
「SC インフォメーション」は、尾張 SC の SHQ 情報を提供する参加隊指導者向け資料として、適宜、
SHQ 総務班から発信します。GHQ 情報等は、該当資料が直接配布されますので、ご承知おきください。
この情報は、作成され次第、各地区の担当者から配信されるとともに、尾張西地区 HP に設けられる「尾
張 SC 専用サイト」に掲載されます。

２．SHQ 各班からの情報
（１）施設資材班・野営管理班
■GHQ 野営管理部からの通知
尾張 SC 専用 WEB サイトに公開する「GHQ 野営管理部から SHQ への依頼事項」を必ずご確認く
ださい。標題は「SHQ への依頼」となっていますが、大会期間中の野営に関する注意事項が記載さ
れていますで、必ず参加隊指導者全員で情報の共有をお願いします。なお、尾張 SC の各班からの
情報と重複する場合は、尾張 SC からの情報を優先してください。
≪特に留意する点≫
・ゴミの処理（分別とゴミステーションへの出し方等）について
・無洗米の使用と濾過器の設置について
（２）野営管理班
■カートリッジガス類使用計画申請
・現地は大会本部の指示によりガソリン系の照明器具・ストーブの使用は禁止です。
・カートリッジガス類の照明器具・ストーブの使用を計画する場合は、あらかじめ SHQ への申請
を必要とします。使用を計画する参加隊は、別添のエクセルシートで 7/28（木）までに SC 総
務班宛て申請ください。
・使用を許可する場合、参加隊到着報告時に「許可証」を発行、お渡しします。
※申請書送付先：p-cat@xc4.so-net.ne.jp 〔総務班藤髙〕
■環境配慮型「食器用洗剤」の配布について
従前連絡の通り、大会期間中に使用する食器用洗剤は、SC 野営管理班にて一括手配しております。
8/5 開催の「安産担当者会議」時にペットボトルに小分けして配布します。
容器には洗剤とわかるよう明示しますが、誤飲のなきよう、保管には十分留意ください。
（３）プログラム班
■生活目標の設定
尾張 SC として、大会期間中の生活目標を設定しましたので、周知願います。
日

付

生活目標

8/5(金)
開

拓

8/6(土)
出

合

8/7(日)
冒

険

＊朝礼・スカウツオウン等でもご活用ください。

8/8(月)
友

情

8/9(火)
信

頼

8/10(水)
感

謝

（３）配給班
■氷の追加販売分の費用
8/5 に開催する参加隊長会議時に持参ください。その際、釣銭のないよう、あらかじめご準備くだ
さい。
■配給手順について
食材は、8/5（金）～8/10（水）の間、早朝・午後に SC 配給班より配給を行います。
受取手順等については、別紙「配給の手順」をご確認ください。特に薪と保冷用氷の受領について
は、対応漏れのないよう、ご留意ください。併せて、調味料を加えた「献立表」を更新します。
（４）救護班
■アレルギー対象者報告
以前より通知の「アレルギー対象者報告」期限が 7/31 となります。資材搬入時も回収しますが、
提出漏れのないよう、再確認を願いします。
■「ハッカ水」配布について
従前連絡の通り、大会期間中の虫よけ用「ハッカ水」を SC 救護班にて一括手配しております。8/5
開催の「安産担当者会議」時に専用容器にて班数分を配布します。
（５）総務班
■尾張 SC 専用 Facebook 開設
尾張 SC スカウトの活動の様子を少しでも多くお伝えできるよう、
「尾張 SC 専用 Facebook」を開
設します。各参加隊でも隊オリジナルで開設済の隊もあるかと思いますが、併せて保護者等に周知
いただければ幸いです。
なお、SC 内においては、配給開始時間等の業務連絡の一手段としても活用の予定です。
※尾張 SC 専用 Facebook：https://www.facebook.com/2tc5sc/
■「スカウト通信員」と SC 担当者
参加隊長会にて GHQ 総務部から依頼のありました「スカウト通信員」について、未エントリー隊
がありましたら、至急、スカウト通信員用 WEB サイトにてエントリーをお願いします。また、各
隊のスカウト通信員について別紙一覧に記入し、7/31 日までに総務班宛て報告ください。
※報告先：p-cat@xc4.so-net.ne.jp 〔総務班藤髙〕
なお、尾張 SC の「スカウト通信員」担当窓口は、宮下運営本部長付（尾張東地区 BS 担当副ｺﾐｯｼｮ
ﾅｰ）となりますので、スカウト通信員にお伝えください。
■入退場時の対応について
8/5 入場時・8/10 退場時の対応を別紙のとおりまとめましたので、ご確認ください。
特に入場時の SC 本部への「到着手続」について、提出物に漏れがないよう、留意ください。この
「到着手続」が完了するまで設営には着手できません。
なお、提出物のひとつである「参加隊報告書」のフォーマットは、別途、配布します。
■「隊名のぼり」の準備
尾張 SC 所属参加隊に、各隊サイト明示用に「尾張 SC オリジナル隊名のぼり（デザインは尾張 SC
専用 WEB サイトに公開）
」を到着手続時に 1 枚ずつお渡しします。ついては、のぼり用のポール 1
本を準備・持参いただくようお願いします。また、のぼりには隊名記入用の白地部分があり、各隊
にて自由に、アピール度の高い記入（記入必須事項：隊番号・隊名）をしていただきたいと思いま
す。ついては、記入用のマジックを準備いただくよう、お願いします。
なお、のぼり用の杭 1 本は SC 総務班より配給します。

■大会期間中の会議について
大会期間中、尾張 SC では次の会議を開催しますので、該当者の方は忘れず参加をお願いします。
なお、必要に応じて中止、追加開催する場合がありますので、ご了承ください。
会議の種類

日

参加隊長会議
安全担当者会議

付

時

間

場

所

8/5・９

16:00～16:30

SC 本部会議場

8/6・７・８

17:00～17:30

SC 本部会議場

8/5

14:00～14:20

SC 本部会議場

参加隊の該当者
参加隊長
または代理副長
安全管理担当副長

※開催中止については、開催の 30 分前までに該当者に連絡します。

３．資材搬入について（7/30・31）
（１）車両統制について
・7/31 は、他 SC の資材搬入も見込まれ、場内が混雑していることが予想されます。トラックは
会場到着時、第 4 ゲート前の国道沿いに一旦待機し、 SC 施設資材班輸送担当（山崎：
080-5116-6740）まで連絡し、指示に従って入場してください。
・自家用車は、全て多目的広場へ駐車し、要員は徒歩で入場してください。
（２）当日の持ち物
・除草・開拓については、基本的には各自の判断としますが、ナタ・カマ・のこぎり・剪定ばさみ
等が必要と思われます。
・軍手類は必ず持参・着用し、安全管理に配慮ください。
・当日、SHQ としての機能は稼働しません。水分補給等、自己責任とし、十分留意ください。
・
「参加団プレート」を必ずご持参・提出ください。
（３）各隊資材の配置等
・添付の「資材仮置き場」を確認のうえ、コンパクトにまとめ、雨天対策を施してください。
・SC 提供資材については、当日参加の SHQ 要員の指示に従い、SC 本部（予定地）横に集積くだ
さい。その際、指定のマーキング作業を忘れず対応（詳細は第 3 号参照）ください。
地

区

尾張東

尾張西

尾張南

富山

搬 入 日

7/31

7/31

7/30

7/31(1 隊)

トラック

4t×3 台

4t×1 台

2t×1 台

4t・3t
2t 各 1 台

４．SHQ からの情報
情報提供の迅速化を図るため、
「尾張 SC 専用 WEB サイト」を尾張東・尾張西地区 HP 内に開設しま
した。
「SC インフォメーション」をはじめ、GHQ 資料等を順次掲載していきます。
○尾張東地区 HP

http://scout-owarihigashi.org/

○尾張西地区 HP

http://scout-owarinishi.x0.com
◎第４号は以上です。

