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富士章面接･認証申請書記入要領

平成21年11月補正

ボーイスカウト東京連盟　進歩季長会



富士章面接･認証申請書

東京連盟年月日 

フリガナ �7H5x5h8x4X5�8ﾘ4R�W域ﾘﾔｹ�驟��生年月日 剴o緑番号 H4年11月3日 (17歳0ケ月) �1212-343456 
氏名 

所属 �8ﾈｹ�&霎i8ﾈｹ��c�&87�986�88�ｸ5�4ｨ4X6y���

フリガナ 住所 疋Tﾄ�2ﾓS�#2ﾓ塔sb�

東京都渋谷区代々木神園町3-1 

学校(学年) 地帯先 倩Izt蜚8ﾘ)9乂xﾕｩ�c(ｧyD��

宗教 ��ｸ�ｸｻ2��(�(����偃i;颯霾�?｢韶i;餉Hﾘb�H21年9月23日 第10000001号 

H21年4郎日信仰奨励章取以上太鞍内本人記入 

日本連 冖�9WB�

･やくそ<'をした日H10年9月3日‥場所NYC公園 

･ちかい''をたてた日日15年9月10日:場所NYC公園 

進歩歴 劔冩�k����

BV.S,.C.S 劍7(�ｸ6��ｶﾄ畑+uﾘ*H+8*ﾂ��+X*曝*ﾘ-ﾆﾈ鴿+vﾉ�y+t��
未(寿I未㊥l兼(萄 剿｢@l未くさ削未(讃I未⑧l 

B.S ��俟�&ﾈｸ僖霾�?｢ﾒﾒﾒ"�冩�k��年月日～年月日 

ホ●-イスカウト 僣15.9.10. 刄fンコーチ 買�b纈�#R籐?｣�r��繆�ｲ�

初級 僣15.10.25. 剋汳ｷ 買�r纈縒籐?｣�ゅ偵r��

2枚 僣17,3.7. 剩ﾇ長 買�ゅ偵やﾙ?｣�偵偵や�

1枚 僣18.6.25. � ������ﾂ�

菊 僣19ー1.12. � ��������ﾂ�

V.S �?ﾉ���買�偵停�9. 亳9+r粐�H20.9.10.-日21.9.ll. 
へ◆ンチ卜章 僣20.7.19. � ��ﾈ���ﾈ�ﾂ�

移簿年月日田隙よIJ同株へ 

奉仕 劔佛��ｸ�����&霎b隸ﾉ���?ｩ����

年月日～日 剿ｼ称 剳ｪ担 僖霾�?ｨ��?｢�冖ﾈ��

H19.10.3. 剞ﾔい羽根募金 剳蜍� 買�偵���#ぴ��8ﾈｹ驗�k��ｨﾏ8�ﾗX�橙�

H19.10.25.- 刹譁ｯ祭り奉仕 剏x備 買#�縒��"ﾒ�偬�$ｩ&霎hｷ霍ﾙd�ﾗX�橙�

H21.3.22. 剴結档}ラソン奉仕 剔ｔ� ��ﾈ�����

■■～ � � ��ﾈ�����

行事挙 劍��愛8､�/�ｭﾈ-竰�儷ﾈ�'H7ｲﾘ48ﾈH鳧.h.る&9>�Uﾈ�(決�"�

年月日 � 劔D霾�?｢���

Hr9"j12.20- 剔諱Z△回○◇×ジャンボリー 剩�#�纈�#2���4ﾈ88986�8ｸ6��ｸ7H8ｨ984�9|ﾂ�

H20.5. 剪n区ベンチャーフォーラム 剪���

●● � 剪���

● � 



富士章面接認証申請書の書き方

提出書類

①日本連盟提出用　1部②東京連盟保管用　1部(コピー不可)計原本2部

(申請書は､東京連盟書式のオリジナルを使用のことコピー使用不可)

③申請書の写し(コピー) 7部程度(審査時に使用)

④プロジェウトアワード報告書(用紙サイズはA4横串じとする)

⑤添付書類奉顔章認証書(コピー可)又は教尊者の証明書を申請書に添任す星

記入要額

第一両

申請書右上の年月日は､東京連盟で記入するので､空欄のまま提出する

1)太線内は本人に記入させる　生年月日欄の元号は昭和-S　平成-Hで統一する

( )欄は隊長が推薦した時点での年齢､月齢とする

2)写真は無帽､技能章タスキ着用のもの(技能章7科目以上　右肩から左脇下にかける)

3)学校､勤務先は正式名称を記入

例:東京都立00高等学校　第〇学年

4)宗教仏教､神道､キリスト教等及び宗派名(00派)取得年月日､番号を記入する

例:00教(△△派)

未取得者は努力中又は申請中と記入し教導者の証明を添付する

5)信仰奨励章の取得年月日を欄外に記入する｡

隊長が混入する
｢やくそく｣をしてからBVS､ CSとなる(早く行ったほうで記入)

｢ちかい｣をしてから　BS､VSとなる

1)進歩歴､役務歴

BVS. CS　進歩歴:役務歴　未､済を○で囲む

BS

VS

2)移　籍

3)奉　仕

4)訓練参加

5)行事参加

6)表　彰

何れも､

進歩歴:入隊日､空欄はボーイスカウトと記入する

初級､2級､ 1級､菊の進級日を記入

役務歴: DC､次長､班長の役務に就いた期間

進歩歴:入隊日､空欄は入隊と記入する
ベンチャー章の進級日を記入

役務歴:議長等の役務(教育規定に定められたもの)に就いた期間

いずれも古い順から下へ記入する

現在の団へ移った年月日

ベンチャー隊の期間のみ記入　国内奉仕は含まない奉仕役務を記入

例:(交通整理､募金､会場案内等)学校､地域は含まない

ベンチャー隊の期間のみ記入　地区以上の訓練に限る

例:00地区フォーラム､東連00章技能講習会等

ベンチャー隊の期間のみ記入　地区以上の行事に限る

例:未達スカウトフォーラム､地区以上の認証行事､他団体の行事参加等

ボーイ隊､ベンチャー隊の期間のみ記入　国内表彰は含まない

例:キャンドルチーフリング受領等

古いものから順に記入する｡行数が足りない場合には､最下欄に一番新しい年月の

ものを記入し､順に上へ押し上げて記入する
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菖士章の~要件 僖霾�?｢�辛認印 

①rちかいJと｢おきて｣の実践と､日常生活について隊長と話し合ラ.その 結果得られた将来の生活について抱負をまとめて報告する. 買#�������蓋 

②異なる分野のプロジェクトアワードを3個以上取得する. 買#�縒�3�� ��

③野営章及び救急章を含め､合計5億以上の技能章を取得する. 買#��2��"� 

④宗教章を受章するか､信仰に近づくための奉仕活動を行う. 買#�纈�#2�〔患う 

達成したベンチャープロジェクトアワード 剴ﾒﾓｸ甁�k�.�ｪ3����8ｬF｢�

分野 �7h8ﾘ5x4h4�6ykﾂ�プロジェクトの概要 

① ��ｸ���鞁�,ﾂ�<目標>○◇×ジャンボリーに参加した際､多くの現 倡y;��"�8ﾈｹ��驟��

国際文化 凾ﾌい､た､のB,,o 僖i.�?｢�
文化と自然を 栃ｯｨｭC艫���ﾃ���ﾃ"ﾙ?｣#��8�ﾃ3��H20ー5.31. 

読ねて 栃ﾏ�｣靈ｹ&�,ﾉ�ﾈ,h,ﾈﾏ��,ﾉ(h,Y��讖4僭xﾆ�/�&ﾒ�手軽着 
り-. �8ﾈｹ��驟��

②+ �-�+H+���&｢�<目標>雪中キャンプで全期間テントを使わず生活を 倡y;��"�7靫IWb�

高度な野 凾ｷる 僖i.�?｢�?｣#��2�8爾��

外活動 �<期間>H20/9/1-日21/3/31 

<効果>事前に雪洞の作り方を調べたことで､日. 傴9Dh�"�8ﾈｹ��驟��

③ �6�8ﾘ�ｴ5��く目棟>アマチュア無線の資格を取り世界中のス力ウ 倡y;��"�I(ﾌｹY��r�

専門.得 刄gと交信する 僖i.�?｢�?｣#�縒�3���

意分野の �<期間>H21′4′1-日21/7/30 

探求 �<効果>4級の免許を取得し日. 傴8輊ﾖﾂ�8ﾈｹ��驟��

㊨ �� 傀�9倆"�

昏定日 

帝密書 

スカウトの活動歴
中高一某校のため､ベンチャーに上進してすぐに隊活動に積極的に参加し､年末年始に行われ

た○◇ ×ジャンボリーに参加でき･ -
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第二面

富士章の用件

昼量ザ記入主星
富士章面接､認証申請書を作成している隊長が乗認した年月日･署名･押印
･アワードは､ 3プロジェウトを終了してからの承認となる

･技能章は､ 5個取得してからの乗認になる

プロジェウトアワード

.,監禁日通隊長が指導した場合は隊長名､複数の指導者がいる場合は代表者名
2)認定日　　　隊長が承認した年月日

3)乗認者　　　スカウトがプロジェウトを完成させた時点での隊長名

4)分野　　　7つの分野より選んだテーマを記入する

プロジ工ウト名　自分で考えたプロジェウト名を記入する

概要　　　旦農､製鼠､逸見等を具体的に記入する

*プロジェウト記入欄が不足の場合は別紙(A4サイズ)に記入して申請書最後に添付する

スカウトの活動歴

隊長が混入する

ベンチャー隊での活動歴について履歴羅列でなく､具体的内容を記入する

rスカウトの活動歴｣については､別紙添付可とする
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取得した技能章 

技能章 偃i;颯霾�?｢�技能章考査員名 亰ｩEﾈ��取得年月日 亰ｩEﾈ�ﾖﾈﾛ位冖ﾂ�

炊事章 買�偵�����飯盛夫 冖9�ﾉ,ｩ�ﾘ��H21.10.15 僮(ﾌｹY��r�

野営章 買�偵�"��B�野原泊 ��●● ��

救急室 買#�縒��"�阿波照菜 ��●● ��

測候章 買#��'C��明日晴夫 ��+ ��

電気章 買#��2��"�分電盤汰 ��i ��

野営章及び款急章を含め､合計5個以上の技能章を取得する. 

H21年11月30日
隊長の推薦(スカウ トの活動状況を評価する)

素直で明るい性格で､積極的に活動し､譲長を常にサポートして-

よって､富士章に推薦します｡
住所渋谷区神園町
電話03-3456-･

氏名東　京太郎

団　面　接　日: H21年12月2日

EZl委員長の推薦

富士君は隊活動だけではなく､奉仕にも積極的に参加し-

よって､富士章に推薦します｡

H21年12月2日

住所渋谷区神園町
電話03-5678-･.･･

氏名原　宿夫

在学する学校又は職場･地域の推薦
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第三面

取得した技能章

些長が取入する
1)必須3科目について

富士章申請には野営章および救急章取得は必須

(炊事章取得後でなければ野営章を取得出来ない)
2)救急章は教育規定に従って取得の事

塾塵の　急法壬習会の　葦日　必ず1　のJ　加に記入する

3)取得日の取得年月日は､東京連盟証認日とする

隊長の推薦

隊長が定入する

1)スカウトの長所､努力の成果､進歩状況などの3要素に照らし､推薦の意思を表明する

(例:‥‥により富士章に推薦します)垂号注意　平成干H

2)隊長推薦は団面接以前の日付とする

団面接が終了してから団委員長､地域推薦者の推薦文を記入する

◎　団委員長の推薦

1)隊長推薦の後団委員長が必ず自筆にて総合的に判断した推薦文を記入する

2)最後に｢富士章に推薦いたします｣と記入する　日付:元号に注意平成-H

3)捺印は朱肉印を用いる　ゴム印は不可

◎　地域推薦者の推薦

1)自筆　捺印(無くても可)

2)推薦者の了解が得られれば織務､氏名､捺印を受ける(無くとも可)

なるべく本人の身近な方でボーイスカウト活動に携わうず良き理解者

(例:担任教師､上司等)がよい
･推薦文を二枚記入いただけない場合は､複写か又は1枚コピーし

東京連盟提出分に貼り付けても可とする
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地区の評価推薦 

書士章に推薦しますH2.年.2月6日担当副]三.JL妹-初菓⑨ 

富士章に推薦しますH2,年.2月6日地区コミ赫′帽触③ 

菖士章に推薦しますH2.年'2月6日地区進-昌長新保旦壌 

菖士章に推薦しますH21年12月6日地区香呂長 

地区処理 劔面接季長氏名 

蓋付 す1.､ 劍ﾊy��,價ﾙ�r�福込初菜 傅ﾉ;僮IEｲ�新保旦登 

fS!; ��㊨ H21年12月10日 儁�nﾉ+y[ｨ��� ��

No.123 劔 �� 

県 ����認証 ��

担当剖コミワシ3ト ���

コミッショナー ���

進歩香畠長 ���

理事長 ���

県連処理 

受付 �?ｩ��-iJﾙ�r�

年月日 僖霾�?｢�

No. 
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地区の評価推薦･面接委員氏名

地区役員が記入する
1)担当副コミッショナー､地区コミッショナー､地区進歩委員長､地区委員長は､

｢富士章に推薦します｣と記入､年月日は面接日とします

全員自筆､捺印はゴム印不可

2)地区面接委員は､地区委員長､地区協議会長､地区コミッショナー､

地区担当副コミッショナー､地区進歩委員長､その他で構成される

面接委員氏名は､各自自筆

地区処理

地区進歩重点長が取入する
1)受付は､地区進歩委員長印､日付､地区受付番号を入れる

2)県連に発送は､地区進歩委員長の印(ゴム印でも可)｡日付は､東京連盟発送日

書類事童の基本

･*請書はL.東京連盟書式を使用する｡

･当初の提出分は､毎月末迄に到着分を翌月の進歩委員会開催日(原則第3月曜日)に

審査する｡
･高等学校第3学年に於いては最終捷出(東京連盟の書類審査が完了済で,地区面接が

重工したもの)が1月末日迄にEl本連盟事務局到着分までとする｡
･当該地区進歩委員長またはその代理人は審査日に出席されることが望ましい｡

申請書提出上の注意
1)書類作成､団面接

2)当初の提出　条規の申請書類を東京連盟に送付後､書類審査を軽て不備等がなければ

受付印が押印される

3)地区持ち帰り(アワード報告書は書類審査後　返遺される)

4)地区に返還後　地区面接を経て原本に各地区役員評価推薦を記入する

以上終了後
5)最終提出(提出用原本)二畳を東京連盟事務局に提出する

この場合別にr写し｣一遇を持参し東京連盟の受付押印を受けて地区保管用とする

(注意:原本二通は返却されない)

付記

申請書は手書きとする　パソコン､ワープロ等機械文字不可
以上

平成19年11月30日補正

平成20年11月25日補正

平成21年11月24日補正

平成23年11月19日補正
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