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　平成25年度富士スカウト顕彰は3月9日（日）、刈谷市北部生涯学習センターで開催しました。新たに栄えある“富士章”を胸にしたのは
30名（全国では246名）で、これにより県下での富士スカウト総数は432名に。
　式は舩橋副理事長の祝辞で始まり、続く受章スカウトの紹介は、所属隊長から寄せられたプロフィールが読み上げられ、また本年のスカ
ウト宣言は一つの宣言文にまとめられ、半田第1団の神戸雄太さんにより力強く発せられました。さらに記念品の贈呈に続き、会場からの
祝福の弥栄三唱、壇上からの答礼の弥栄三唱が交わされ会場は熱気に包まれました。
　この後、3部にわたり受章スカウトによるプロジェクト発表があり、挑戦への意気込み、成果が披露されました。そして最後に氏家県連盟
コミッショナーの講評があり閉会となりました。
　後日、3月31日（月）には、20名が永井理事長と共に、名誉連盟長の大村愛知県知事を表敬訪問し、知事よりねぎらいと励ましの言葉を
いただきました。
　なお、4月2日（水）には、2名が東宮御所への参殿、5名が首相官邸、文部科学省への代表表敬をいたしました。

（顕彰式の写真はP.8）

富士スカウト進級 おめでとう！

　愛知連盟では創立から６５年を迎え、多くのボーイスカウト経験者が社会の第一線でご活躍をされています。今号より、スカウトOBよりメッセージ
をいただき、誌面でご紹介をさせていただくことになりました。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.1

　私にとってのボーイスカウトは、実は
ほとんどがカブスカウトとしての活動で
した。それは幼少期の大切な思い出で
あるとともに、私という人間の土台をつ
くってくれた、貴重な学びの場でした。
　今もなお、愛知の、日本のボーイスカ
ウト活動が脈々と、力強く営まれている
ことを、たいへんうれしく思います。すべ

ての関係者の皆様、保護者の皆様に、深く敬意を表したいと思います。
　テントを張ったり、食事を作ったり、ロープの結び方を学んだり。私
が経験した名古屋第1団の活動は、自治の三訣の教えのとおり、隊長
や班長の指導と統率のもとに、自分で考え、自分で実行するというも
のでした。自立、善行、チームワーク、友情と交流。少年少女が生きる
力を身に付けていくうえで必要なものがすべて、そこにはありまし
た。とりわけ、当時ちょうど日本で開催された世界スカウトジャンボ

リーに参加して、こども心にもスケールの大きさ、世界の広さと多様
さに感動したことは、いまでも鮮明に記憶しています。
　東日本大震災を契機に、家族の絆とともに、地域の絆、地域を通じ
た青少年育成といったことが、あらためて注目を集めています。少子
化が進む中にあって、こどもたちの健全な心と体をつくるボーイスカ
ウト活動の重要性は、ます
ます高まっていると思いま
す。トヨタ自動車も、維持
財団を通じて、今後も支援
してまいります。
　最後に、貴重な紙面の一
部を私のためにご提供くだ
さった永井理事長に心から
のお礼を申し上げ、拙文の
しめくくりといたします。

トヨタ自動車株式会社　取締役社長　豊田 章男 様

二列目右端がご本人

⬇
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ホットニュースホットニュースホットニューススカウトあいち

平成２５年度  富士章受章 30名 おめでとう！
平成２5年4月１日～平成２６年１月３１日

氏　　名 所　　　　　属 ア ワ ー ド 分 野

小林　　維

有馬　奈歩

中野　志郎

三輪　立哉

市川　達也

大野　　彩

宮城谷浩平

千葉　拓郎

中村健一郎

坂井　　聡

川田　祥子

小林　大地

上原沙くら

池田　章浩

川島市太郎

登　　拓磨

浅井　俊平

川口　雅貴

大嶋　康太

早川　芽以

間庭　美陽

杉江　信人

加藤　　旭

山田　庸一

神戸　雄太

石橋　　匠

島津　惠一

古澤　直也

宮野　喜丞

水野　佑規

三河葵地区

三河葵地区

知多西南地区

名古屋西部地区

三河葵地区

尾張東地区

穂の国地区

穂の国地区

知多東地区

名古屋千種地区

名古屋千種地区

豊田地区

名古屋千種地区

名古屋千種地区

名古屋千種地区

豊田地区

名古屋西部地区

名古屋西部地区

名古屋西部地区

名古屋西部地区

名古屋西部地区

知多北部地区

三河葵地区

三河葵地区

知多東地区

知多北部地区

豊田地区

豊田地区

三河葵地区

三河葵地区

岡崎第１０団

岡崎第１３団

常滑第４団

名古屋第１１２団

西尾第５団

日進第２団

豊川第４団

豊橋第５団

半田第３団

名古屋第９１団

名古屋第９１団

豊田第３９団

名古屋第３９団

名古屋第８７団

名古屋第９１団

豊田第２４団

名古屋第６７団

名古屋第１２１団

名古屋第１２１団

名古屋第１２１団

名古屋第１１２団

東海第３団

岡崎第３団

岡崎第３団

半田第１団

東海第３団

豊田第９団

豊田第３９団

岡崎第１０団

岡崎第５団

国際、高度、体力

国際、文化、専門

社会、専門、奉仕

文化、専門、奉仕

高度、体力、専門

体力、専門、奉仕

体力、専門、奉仕

社会、専門、奉仕

国際、文化、奉仕

社会、専門、奉仕

体力、文化、奉仕

高度、体力、奉仕

社会、文化、奉仕

高度、体力、専門、奉仕

国際、高度、体力

国際、高度、専門

体力、専門、奉仕

国際、体力、文化

国際、高度、体力

国際、体力、専門

高度、専門、奉仕

国際、体力、専門

国際、体力、専門

高度、体力、専門

国際、高度、体力、奉仕

国際、体力、専門

体力、文化、奉仕

体力、専門、奉仕

国際、体力、奉仕

高度、専門、奉仕

社会：社会・地球環境　　国際：国際文化　　高度：高度な野外活動　　体力：体力づくり・スポーツ　　文化：文化活動
専門：専門分野・得意分野の探求　　奉仕：奉仕活動
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寺西　剣悟

水野　仁美

伊藤　智治尾張南地区

尾張東地区

大治第1団

春日井第2団 下見　知之
知多北部地区 知多第3団

魚住有美絵

中村　理乃
小嶋　英嗣

佐々木康佑

南川　瑞生

荻須　小暖

遠山　健悟

木村真悠歌

遠藤　　真

浅井　大成

小池　亮治

野口　瑛斗

佐藤　瑞起

伝田　侑平

倉地　弘隆

池田真一朗

篠田　涼輔

春日井華子

伊藤　悠人

筒井　寛智

吉山　和輝

岩田　峻弥

榊原　志竜

名古屋巽地区

名古屋西部地区

名古屋千種地区

尾張南地区

尾張東地区

知多東地区

知多西南地区

碧海地区

名古屋第1団

名古屋第8団

名古屋第102団

豊明第1団

名古屋第67団

名古屋第39団

弥富第1団

江南第1団

江南第3団

瀬戸第1団

半田第3団

半田第5団

常滑第4団

安城第1団

碧南第2団

松岡　大輔

田辺美佐子

松本　修一

福井　信夫

山﨑　義和

﨑山　健二

服部　庄吾

加納　康陽

伊藤　栄志

篠塚　貴史

北村　正信

吉冨　大輔

衣川　真司

浅井　　博

奥谷　雅憲

戸田　有紗

宇野　翔美

井指　大輝

辻井　健太

辻　　将弘

伴　　遼子

佐野　竜都

佐々木智大

村上　賢祐

松村　有眞

丸尾　侑誠

板倉　一綺

加藤　匠真

水谷　泰志

磯村　旭宏

小山　育久

三河葵地区

穂の国地区

豊田地区

岡崎第11団

西尾第5団

豊川第7団

豊田第5団

豊田第9団

豊田第34団

みよし第2団

尾﨑　三郎

宇野　公司

原　　稔

金子　孝博

佐藤　彰久

大谷　司

河西　正樹

地 区 名 団　　名 氏　　名 隊長氏名地 区 名 団　　名 氏　　名 隊長氏名

地 区 名 団　　名 氏　　名 隊長氏名

地 区 名 団　　名 氏　　名 隊長氏名

山田　雅親

杉野　友紀

田中　辰樹

西村　祐太

柴山　　元

宇治谷悠人

加納　正和

畑田　英輝

斉藤　文哉

渡邉　純平

鈴木　椋介

玉井　鈴野

市川　　義

小林　裕美

舩橋　菜月

丹羽　啓太

名古屋巽地区

名古屋西部地区

名古屋千種地区

名古屋北斗地区

尾張南地区

尾張東地区

名古屋第47団

名古屋第51団

名古屋第80団

名古屋第67団

名古屋第109団

名古屋第87団

名古屋第91団

名古屋第101団

津島第3団

北名古屋第2団

春日井第2団

山口　実信

杉野　真一

長尾　栄一

山﨑　義和

水谷　秀雄

石榑　宏史

勝田　信司

廣瀬慶太郎

石原　拓也

市川　　誠

下見　知之

藤田　秀典

水谷　優介

河合　豪真

山口　瑛大

西村　星彦

岩瀬　俊介

宮地　紀杜

村松　咲歩

井手千亜希

岡部　真央

杣田　　歩

佐々木貴也

中川　　遥

砂田　佳希

知多東地区

知多北部地区

三河葵地区

豊田地区

半田第3団

知多第3団

西尾第2団

西尾第5団

豊田第9団

みよし第2団

尾関　正浩

小嶋　英嗣

岩瀬　栄次

酒井　智也

二村　哲雄

永野　正憲

地 区 名 団　　名 氏　　名 隊長氏名

地 区 名 団　　名 氏　　名 隊長氏名

隼章受章 32名 おめでとう！
平成２４年度　平成２４年８月２３日～平成２５年３月３１日

平成２５年度　平成２５年４月１日～平成２６年２月２８日

平成２５年１２月１日～平成２６年２月２８日
菊章受章 36名 おめでとう！



ニュース & トピックス

〈知多〉
みんなでお祝い、富士章授与式！
知多東地区　半田第3団　ベンチャー隊隊長　尾関 正浩

　12月15日（日）半田市西成岩区
民館にて、半田第3団ベンチャー隊
の中村健一郎君の富士章授与式が
行われ、氏家県連盟コミッショナーよ
り授与していただきました。当日は、各隊の手作り料理をみんなで食べな
がらお祝いをしました。
　また、知多東地区で最初の隼スカウトになった河合豪真君、愛知連
盟スカウト顕彰に選ばれた氏家嶺君ら二人の表彰もあり、2013年の最
後に、最高に楽しいお祝いの会になりました。

カブ隊の「おもてなし
  クリスマス会」で新しい仲間が

知多北部地区　大府第２団　カブ隊　堀尾 勇友

「みんなでがんばろう！オー！」
　12月23日、大府市東山公民館で工
作、餅つき、クリスマス会を行いました。
　クリスマス会では、カブ隊のみんなで力
を合わせて、ゲームの司会・進行係をしまし
た。ビーバースカウトやたくさんの体験の家
族の人たちと一緒にいろんなゲームをしま
した。みんなに楽しんでもらうため、何度か
練習を重ねました。始めはバラバラだった
けれど、練習をしていって、だんだんみんなが一つになっていきました。
　本番は少し緊張したけれど、大成功でした。みんなが楽しんでくれて

「練習した甲斐があったな」と
思いました。体験の人もたくさ
ん入隊してくれて、新しい仲
間ができて本当にうれしかっ
たです。これからも、この仲間
たちとがんばります。

知多東地区カブラリー
―この季節にキャンプファイヤー！―
知多東地区　カブスカウト担当コミッショナー　松本 輝久

　11月17日(日）常滑市の大曽公
園にてカブラリーが開催されました。
　それは季節外れのキャンプファイ
ヤーという大胆な企画でした。練習し
てきた11ヶ団がそれぞれのスタンツ
を発表。楽しいスタンツ、ゲーム、
10mを越える高さの炎がスカウトを
魅了し、総勢200名での楽しいキャンプファイヤーになりました。
　全体ゲーム、みんなで食べる豚汁で連帯感を強め、寒かったけど楽し
い思い出になりました。スカウトじゃなきゃ出来ない体験を、これからもスカ
ウトの想像を大きく超えるレベルで、素晴らしい活動を展開していきたい。

知多半島縦断ハイク
　　 ―雨中でも乗り越えた―

知多西南地区　常滑第８団　ボーイ隊　竹内 太紀

　常滑第８団のボーイ隊は
毎年10月に知多半島の師
崎から常滑まで縦断するハイ
キングをしています。二日間か
けて歩きますが、今年僕は二
日目だけ参加しました。
　朝出発する時、大雨警報
が出ていてすごい雨と風でした。カッパはベタつき、靴もずぶ濡れ、最初
のチェックポイントに着いた時には、すでに全身が濡れていました。大雨
が降っていた為、隊長の判断で日程が変更になり早めに終わることに
なりました。だんだん雨はやんできて、最終地点に到着した時はあまり
降っていませんでした。
　雨でずっと服は濡れていましたが、歩ききったことによって、辛い時が
あっても乗り越えられる力を得て、この活動で精神面が成長できました。

もちつき交流会　地域住民と大賑わい 知多西南地区　常滑第２団　団委員　斎田 幸久

　第28回もちつき交流会を1月12日（日）、常滑市神明町の小規模援
産所で行いました。
　ボーイスカウト常滑第２団の面々、援産所に通う通所者、「手をつなぐ
親の会」の皆様が参加しましたが、さらに近くの住民の方 ら々も加わり
総勢１００人近くとなりました。スカウト側は６臼分のもち米を用意し「よ
いしょ」のかけ声と共に順番に杵を振りおろしました。
　つきたての餅は団委員、母親らにより丸められ、さらにきな粉や餡、大
根おろしがまぶされ、次 と々お皿に。参加者全員で味わいながら楽しい
ひと時を過ごしました。
　参加者のお一人にもちつきの感想を尋ねたところ、晴れわたった冬
空を仰ぎ「うまかった」とのうれしい返事が返ってきました。
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ニュース & トピックス

〈三河〉
豊田地区「うた・うた・うたセミナー」開催 豊田地区　指導者トレーニング委員会　中村 直樹

　平成２６年１月１２日（日）、「こうた凧揚げ大会」が
開催され、三河葵地区幸田第１団、幸田第２団、幸田
第３団が参加しました。当日は晴天に恵まれ、会場を
訪れた人は観客も含めて約18,000人、約１６０基の
凧が大歓声に包まれながら、力強く風を掴み、優雅に
舞い上がりました。幸田の３個団のスカウト達は、この
大会に向け隊集会の中で早くから凧作りに取り組
み、当日約５０名が、自作の凧でコンテストにノミネート
しました。
　風が昼近くまで弱かったため、安定して揚げるのに
苦労しましたが、幸田の３個団それぞれが受賞するこ
とができ、昨年より素晴らしい結果となりました。

【小凧の部】  幸田町長賞：幸田第２団育成会長、幸田凧の会会長賞：幸田第２団
東海テレビ放送賞：幸田第１団、ＪＡあいち三河組合長賞：幸田第３団

【中凧の部】  中日新聞社賞：幸田第２団ＣＳ隊長

穂の国 富士章伝達式に二人の隊員が
穂の国地区　豊川第４団　ベンチャー隊隊長　古市 泰子

“我らが鼓隊”子ども会大会でも堂々と
三河葵地区　西尾第10団　団委員長　村井 勝司

１１月３０日（土）、穂の国地区にて富士章伝達式が行われ、宮城谷隊
員と千葉隊員が、地区コミッショナーより富士章を拝領いたしました。
式典会場には地区･団の役員のほか、多くの後輩スカウト・指導者そ

して保護者が駆けつけました。地区委員長・地区コミッショナーの挨拶の
あと、受章スカウトからの挨拶とプロジェクト
の発表も行われましたが、後輩スカウトたち
が真剣な眼差しで聞いていた姿がとても
印象的でした。
私も指導者として多くの事をスカウトたち

から学びまして、また、今回色 と々指導して
頂きました関係各位には心より感謝申し上
げるしだいです。

　1月26日（日）、西尾市文化会館
で「第51回西尾市子ども会大会」
が開かれました。これは、市内の２５
小学校区にある３１２単位子ども会
の関係者が参加し、子ども会活動
の育成功労者や優良子ども会を
顕彰し、今後の活動の充実と発展
を誓い合う大会です。
　単位子ども会のプラカードと子ど
も会旗が入場行進する際、西尾第

１０団が鼓隊演奏を行いました。スカウトらは格好いい姿を披露でき、大
きな自信と名誉をいただきました。

　豊田地区では、２月９日 豊田市青少年センターに於いて、「うた・うた・
うたセミナー」を開催しました。
　地区内指導者２７名が参加し、日本連盟副リーダートレーナーの村岡
文美さんを主任講師としてお迎えし、また、奈良県生駒地区の日上光明
さん、尾張東地区の石川保子さんを特別講師としてお招きして、部門別
スカウトソングや指揮法、歌の指導方法、また、キャンプファイヤーでの
アクションソングなどを研修しました。参加者からは、「今までの活動でも
歌をうたってきたが、自分が楽しんでいない事とスカウト活動での歌の重
要性を理解していなかった事で上手く活用出来ていなかったことがわか
りました。今回のセミナーを生かして自分自身もスカウトも、楽しく歌をう
たえるようにしていきたい」との感想もいただきました。

｢こうた凧揚げ大会｣ 幸田スカウトが奮起  各賞をゲット！
三河葵地区　幸田第２団　組織･拡充委員　大澤　正
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野鳥の観察  記念バッジもゲット図画写真コンテストに参加して
名古屋巽地区　第31団　スカウト 名古屋北斗地区　名古屋第９０団　組織・拡充委員　前田　文

　今日はＢＳ隊の白石吏君が図画写
真コンテストで入賞し、表彰されたこと
がすごいと思いました。私もがんばって
写真を撮ったり絵を描いて、最優秀賞
を取ってみたいです。 

ボーイ隊　石川 サラ 

　初めてのカブスカウトで図画写真コ
ンテストにでかけて、ぼうけんみたいに
なって、楽しかったです。これからのか
つどうが楽しみです。 

カブ隊　植松 直哉 
 

　今日は、図画写真コンテストの表彰
式に行きました。白石君の入賞した絵
を見て、私は入賞しなかったので、これ
からは真けんに絵を描こうと思いまし
た。 

ボーイ隊　丹羽 柚月  

　12月15日、弥富野鳥園の探鳥会にボーイ隊で参加しました。野鳥
園で専用の双眼鏡をお借りし、日本野鳥の会の方の案内で様々な野
鳥を観察しました。
　オオワシ、ミサゴ、ウグイス、アオサギ、イソシギ、ハクセキレイ、メジロ、
ツグミ等２８種類もの野鳥が観られました。中でも ミサゴは、かなりの時
間近くを飛んでくれて、ゆっくり観察することが出来ました。スカウトたち
は記念に、野生生物のターゲットバッジとマスターバッジをもらうことがで
き、うれしそうに園を後にしました。

地域社会とのふれあい ～ボーイスカウト活動をPR～
名古屋西部地区　名古屋第109団　団委員　森川 美佳

　名古屋市中村区の緑に囲まれた横井山緑地公園の一角に団ハウ
スがあり、活動しています。
　この公園では、地域の人々が交流を深めるためのコミュニティーセン
ター祭りが隔年で開催されています。昨年は11月3日に、スカウト活動を
地域の方々に広く知ってもらうためのボーイスカウトコーナーを設けまし
た。興味のある保護者への説明や、幾つかのゲームポイントを設けて、
地域の子どもたち を交えて仲良く楽しく過ごしました。 最後はスカウトの
大好きなマシュマロ焼きでフィニッシュ！！これが一番スカウトや地域の
子どもたちには楽しかったかも？また、大勢の保護者の方々にも、大い
に興味を示していただきました。

小さな国際交流スタート！！ ～スリランカとシンガポール～
名古屋千種地区　第39団　ボーイ隊隊長　小塚 達也

　2月15～19日にかけて、スリランカ連盟とシンガポール連盟をスカウ
ト仲間と2度目の訪問をしました。
　前回はBS関係無しに飛び込み訪問でした。それから、メールのやり
取りをし、今回正式に国際紹介状をもらい訪問しました。シンガポール
連盟の紹介で学校団を訪問することとなり緊張しましたが、そこは、中
高一貫の学校で、クラブ活動の最中でした。BSの班活動を思わせる上
の者が下の者をていねいに指導している光景には特に感激しました。
海外へ行ったら観光だけでなく、BSを訪ねてみて友達を増やすのもい
いですよ。学校団のスカウトとはFaceBookでやり取りしています。英語
できなくたって気持ちは伝わります。
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もう一枚あったBP最後のメッセージ
尾張西地区　一宮第５団　BP祭実行委員　伊藤 敬子

隼章、富士章も目指すぞ！
尾張東地区　春日井第2団　ＶＳ隊　大島 彩加

隼章に4名が進級！
尾張東地区　春日井第2団　組織・拡充委員　大島 茂樹

　伊吹おろしが吹き落ちる2月
23日。BP祭で「レンコン掘り」を
実施しました。今回はRSスカウト
の若手2名によるアイディアと力
を借りることができました。
　収穫作業に関するBPの指令！
という企画で、各隊のスカウトにそ
れぞれの課題を与え収穫作業を進めました。
　土を掘れば春を待ちわびるドジョウやザリガニが姿を現す。より長くレ
ンコンを掘ろうとすればスカウト達の協力作業が必要になる。レンコン田
は、年長者が幼い者をいたわること！を、また自然と人間が共存している
こと！を学んだ、しかも言葉で教える必要のない教場となりました。
 全身泥だらけのスカウト達は、それは輝いて見えました。

　隼章ができて、尾張東地区では、１番から4番目まで連続して春日井
第2団のスカウトが進級しました｡進級スカウト全員が､地区での隼章取
得のトップを目指してお互いを励ましあい、刺激しあい頑張った結果だと
思います。隼章を取るにあたり、勉強や部活の両立が難しく大変だった
そうですが、「協力してくれた親・隊指導者・団委員の皆さんのおかげで
進級できた」と言ってくれたと
きは感動しました。さらに富士
章も目指すそうですので、これ
からもみんなで協力をしていき
たいと思います。
　よりよき社会人になるため
に、この経験が役に立てばと
関係者一同期待しています。

尾張南地区ホームページ開設しました。

尾張南地区HPアドレス
http://www2.hp-ez.com/hp/owariminami/page1

　私はボーイ隊の最後にターゲット
バッチ53個を完修することができ、
団より表彰と団顕彰をもらうことが
できました。
　私の所属する団では毎年のよう
に完修者が出ていて、先輩に見習
い私もガンバッテ取ろうと思い隊集
会を休まず参加しました。それに加
え、隊のリーダーや仲間の協力が
あったから取れたと思います。
　ＶＳに上進し、今後は隼章その上
の富士章を目指してがんばります。

　図画・写真コンテストの表彰式が､１月１９日、教育館（名古屋市教
育センター分館）にて開催され、中村組織・拡充委員長より入賞者一
人ひとりに表彰状と記念品が手渡されました。また、入賞作品は名古
屋市栄地下・セントラルパーク“市民ギャラリー”にて１月２１～２６日まで
展示され、多くの方に見ていただきました。

　尾張南地区では、かねてから懸
案でありましたホームページを4月
1日に開設いたします。地区委員
会、各種委員会の連絡事項、委
員会報告を掲載いたします。
　又、地区内の所属団、県連盟、
日本連盟のホームページへリンクされています。ボーイスカウトに関
するさまざまな情報を見ることができるようになります。
　ぜひ、一度アクセスしていただき、パソコンのお気に入り登録を
してください。いつでも、手軽に見ていただけます。

尾張南地区　ＷＥＢ事務局

図画・写真コンテスト 表彰式
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を使用しています。

この印刷物は環境にやさしい
植物油インキを使用して印刷
しています。

東邦ガス株式会社

株式会社大丸松坂屋百貨店

株式会社センゾー

名古屋鉄道株式会社

（敬称略　特別維持会員の方々です。）

興和株式会社

株式会社水野鞄店

新東工業株式会社

岡谷鋼機株式会社

私たちは、ボーイスカウト運動を
応援しています！

一般財団法人ボーイスカウト愛知県連盟維持財団

訂正とお詫び 次の通りお名前の訂正をします。関係者に対し深くお詫びいたします。
２１５号 ４面　名古屋第５１団　町英　紀元→町　英紀　　２１４号 ５面　名古屋第３１団　林　智→林　智紗

　愛知県の青少年健全育成のため、スカウト運動の振興拡大を図るこ
とを目的に設立した「ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会」は、
平成２６年２月１５日、愛知県議会議事堂１階ラウンジにおいて、総会が
開催されました。
　総会では、岩村会長と岡谷連盟長の挨拶、各種事業や会計報告の後、
２３ＷＳＪへの支援要請に応え、協賛金を出すことが承認されました。

ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会・総会開催ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会・総会開催

富士スカウト顕彰より富士スカウト顕彰より

舩橋愛知連盟副理事長は、日連の会員拡充委
員長でもあり日本全体のスカウト数の減少に腐心

されている。富士スカウト顕彰で挨拶に立たれた際、富士スカウトの感謝、恩返
しの気持ちから後輩の育成、活動の継続を内容とする幾多の声に接し、喜びと
感謝を交えた熱いエールを寄せられた。一方、今号よりスカウトOBからのメッ

セージがスタートし、楽しみなページが増えた。豊田氏が中学３年生だった当
時、“世界の広さと多様さに感動”された世界ジャンボリーとは、日本で初めて開
かれた第１３回WSJ。今や正式加盟は１６２の国と地域。来夏、同世代の世界
中のスカウトが集うきらら浜で、愛知のスカウトたちも生涯の思い出をつくり、そ
の感動を後輩たちに語り続けてほしい。（事務局　加藤 裕臣）


