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私たちは、ボーイスカウト運動を
応援しています！

愛知連盟は創立から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。
今回のスカウトＯＢは、稲垣光隆様をご紹介いたします。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.2

　カブスカウトから晴れてボーイスカウトに上
進してから1年ほど後、今の名東区に引っ越
しました。昭和40年代半ばの名古屋市中心
部（鶴舞校区）に住む小学生男子の世界観
の限界は東山動物園までで、こんな遠くから
通えるのかなと漠然と思いながら、ふた月ほど
集会にも参加せずに過ごしていました。
　そんな時に、滝ボーイ隊長から「朝霧高原

の日本ジャンボリーの参加隊に選ばれた」との手紙をもらいました。ＮＪ参
加は勿論魅力的でしたが、それ以上に気持がふらついていたところに声を
かけてもらったことで、それ以降なんとか地下鉄とバスを乗り継いで集会に
も通い続け、朝霧高原どころかその次の千歳原のＮＪにもシニアースカウ
トとして参加。大学進学で上京後も、名古屋18団でローバーを続け、帰省
した際に夏期長期野営等に参加していましたが、東京で仕事を得たため、
制服を脱ぐこととなりました。

　もはやちかいやおきてもうろ覚えになってしまいましたが、スカウト経験
は、今も体に染みついています。公務員の職を選ぶ際も、(勿論それだけで
決めた訳ではありませんが)奉仕の精神が大きく影響しましたし、仕事で辛
い時に、厳しい野営等の経験が支えになったこともありました。
「ひとたびスカウトに誓いを
たててなりし身は、死して後
もスカウトだ。」まだ死につ
いて語るのは早いでしょう
が、50も半ばを過ぎると何
となくこの歌詞の意味が分
かるような気がします。
　現役のスカウト諸君が
私のしたような貴重なスカ
ウト体験ができることをお
祈りしております。

1971年7月、三重県安乗海岸でのBS隊キャンプ。
野営場近くの旅館前でのスナップ。
後列、左から３人目が稲垣さん。

６月２６日は、国連が定めた国際麻薬乱用撲滅デー。毎年６月下旬から一か月にわたり、全国で様々な啓発活動
が行われています。愛知県では、６月２８日（土）に、名古屋北斗地区のボーイスカウト・ベンチャースカウト１５名
が、名古屋市中区の栄広場で啓発活動を行いました。気温も高く蒸し暑い中、スカウトらは声を張り上げて、こ
の活動の重要性を伝えていました。

韓国のソウル北部連盟と愛知連盟との友好提携２０周年を記念する式典
が５月８日に韓国で行われ、愛知連盟からも永井理事長をはじめ９名の役
員が出席しました。
式典は韓国の国会議事堂の中で行われ、韓国連盟総裁、ソウル北部連盟
長等の出席のもと、さらなる友好関係の発展を誓いました。
また、その前日にはソウル北部連盟の連盟長離任・就任式がソウル市内
で行われ、ウ・ウォンシック新連盟長の就任に、愛知連盟からも祝福のメッ
セージを届けました。

友好提携２０周年記念式典開催友好提携２０周年記念式典開催

ARC to SuccessARC to Success

ローバース緑化プロジェクト派遣実施！！ローバース緑化プロジェクト派遣実施！！

５月２４～２５日に和歌山県で開催された日本連盟全国大会に、愛知ロー
バース会議（以下ARC）は議長以下１３名で参加してきました。
ARCはブースを出展し、パネルやチラシを使って、活動の概要・実績等を
全国に向けアピールしました。歴史もあり、活発に活動を行なうARCは、多
くの方に興味を持っていただくことができたように思います。ARCは日本
のローバースのパイオニアとして、今後もさらに魅力的かつ有意義な活動
を行っていきます。
ローバーの皆さん！ぜひ一緒に活動しましょう！

今年で８回目になる愛知連盟・ソウル北部連盟ローバース緑化プロジェ
クト派遣、今回は４月４日～６日の二泊三日の日程で、スカウト・指導者の計
４名により実施されました。
ソウル郊外にある花朗（ファラン）小学校での松の木等の植樹や、韓国連
盟・ソウル北部連盟訪問、韓国の放送局・ＫＢＳ見学など盛りだくさんのスケ
ジュールでしたが、今回は少人数での実施ということもあり、例年以上に韓
国のローバーとの交流を深めることができました。

来年の第９回派遣に向け、このプロジェクト派遣の意義を次世代のロー
バーに伝えて、さらに盛り上げていくことで、日韓のさらなる交流に繋げて
いきたいと思います。

第８回ローバース緑化プロジェクト派遣　クルーリーダー　星野　輝

届け！メッセージ！！
届け！メッセージ！！

国税庁　長官　稲垣 光隆 様
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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

竹内　悠真
山本　尚武

名古屋巽地区
名古屋西部地区

豊明第１団
名古屋第１９団

地 区 名 団　　名 氏　　名
小町　優介
村瀬　颯馬

名古屋千種地区
尾張東地区

名古屋第２２団
春日井第８団

地 区 名 団　　名 氏　　名
前田　愛美穂の国地区 豊橋第９団

地 区 名 団　　名 氏　　名

地 区 名 団　　名 氏　　名 プロジェクト分野 プロジェクト名

武豊第2団

みよし第2団

みよし第2団

小牧第1団

春日井第3団

豊田第16団

名古屋第91団

知多西南地区

豊田地区

豊田地区

尾張東地区

尾張東地区

豊田地区

名古屋千種地区

植田　英俊

石川　遼太

櫻木　遥

佐藤　遥

福和　樹

川下　和樹

畑田　英輝

体力づくり・スポーツ
高度な野外活動
文化活動

社会・地球環境
奉仕活動

高度な野外活動
社会・地球環境
奉仕活動

高度な野外活動
社会・地球環境

専門・得意分野の探求
文化活動
国際文化

社会・地球環境
文化活動
国際文化

専門・得意分野の探求
高度な野外活動
高度な野外活動

母校の襷を繋ぐために
しおのみさきに会いに行こう
おもてなし
ラフティング
チャレンジハイク
大瀬崎探検キャンプ
ラフティング
チャレンジハイク
大瀬崎探検キャンプ
キャップで世界を幸せに！
ヘルシーで満足する食事をつくる
お・も・ち・つ・き～わが国の伝統文化、子どもの栄養について知る～
Ｌet's exchange culture with MUSIC
酸性雨の研究と調査～アサガオの色を元に戻したい～
大学受験合格にむけて弾丸ツアーで天神参り
食文化を知る
碧南で釣り
いざ頂上へ
挑戦～自分の限界とは～

富士章受章 7名 おめでとう！
平成２６年２月１日～平成２６年５月３１日

平成２６年３月１日～平成２６年５月３１日
隼スカウト章受章 5名 おめでとう！

荻須　大竜
坂本　潤哉
福井　崇人
酒井　慧弥
中居　雅稀
宮崎　伊佑
舩橋　慧多
宮田　航一
寺田　千紗都
小林　春菜
仲村　思笑
平手　慎丈
気駕　尚幸
市川　清花
井高　直輝
後藤　友佑

名古屋巽地区

名古屋千種地区
名古屋北斗地区

尾張東地区

名古屋第８団
名古屋第１２団
豊明第１団
名古屋第７５団
名古屋第８２団
名古屋第９０団

名古屋第１０１団

清須第１団
小牧第１団
小牧第２団

春日井第４団

春日井第１０団

地 区 名 団　　名 氏　　名
滝藤　優太
滝藤　頌太
佐藤　秀仁
小崎　諒太郎
伊藤　由樹
金森　晃佑
内藤　俊浩
田中　悠大
山内　勇人
成木　竜海
寺本　亘佑

尾張西地区

碧海地区

一宮第５団

稲沢第１団

稲沢第６団

安城第２団
安城第３団
刈谷第１０団

地 区 名 団　　名 氏　　名
松﨑　久弥
二村　晋太郎
井村　颯汰
太田　はな子
浪崎　友貴
山本　彩加
鈴木　佑基
荒川　杏菜
氏原　芳
大場　紳司
大場　悠司
清水　さくら
原　温優
市井　龍之介
浜田　聖也
池田　向輝
天野　佑理
中澤　賢

三河葵地区

穂の国地区

豊田地区

岡崎第８団

岡崎第１３団

西尾第１０団

豊川第７団

豊田第３９団

地 区 名 団　　名 氏　　名

平成２６年３月１日～平成２６年５月３１日
菊スカウト章受章 45名 おめでとう！

2012年に教育規程が改定され「富士章」は

「富士スカウト章」となりました。取得の条件も変

わり、隼章を受章後に更なる努力が求められま

す。経過措置期間が終了し、この４月からは「富

士スカウト章」の受章となります。

その、愛知県での第一号が早速誕生しました。

名古屋第９１団の畑田英輝君です。「今後は後

輩たちに学んだことを伝えていきたい」という畑田

君に、多くのスカウトが続くことを期待しています。

愛知県初「新課程 富士スカウト」が誕生！！

平成２６年度年次総会開催

平成２６年度愛知連盟役員一覧

第３５回図画・写真コンテスト作品募集！！

写真部門・ベンチャー　最優秀賞
山田 雅親（名古屋４７団）　「高い！」

図画部門・ビーバー　最優秀賞
長松 航平（大府１団）　「つったぞー」　

名 誉 連 盟 長

名誉副連盟長

連 盟 長

副 連 盟 長

理 事 長

副 理 事 長

地区代表理事

大村 秀章（愛知県知事）

河村 たかし（名古屋市長）

岡谷 篤一

宇野 眞之,　野村 正直,　武田 正典（新任）

永井 　淳

舩橋 鐸夫,　鈴木 市男（新任）

山下 裕行,　加藤   隆,　水野 義久,　三井 信之,

宮田 　勇,　井上   勲,　水谷 恵至,　神谷 昭範,

八木 幸雄,　沼澤 光男,　内藤 吉文,　長野 光義,

宮野 澄夫,　金子 孝博

学識経験者理事

監 　 事

名誉会議議員

県連盟コミッショナー

県連盟副コミッショナー

冨田 昭則（組織拡充委員長・新任),

斉藤 茂美（スカウト進歩委員長）,

櫻井 茂生（指導者トレーニング委員長）

榊原 孝治（行事国際委員長）,

中村 倫之（総務委員長）,

滝　 克己（行事国際副委員長）,

荒川航一,　小栗 宏次,　安田 武司,

氏家 邦政（県連盟コミッショナー兼務・新任）

竹山 　勉,　安藤 芳朗

大前 須美,　浅野 武雄,　林 　悦子,　小林 泰陸,

加藤 正文,　肥田 荘治,　山川 友一,　服部 武行

氏家 邦政

関　 真人,　中村 友一,　羽根田 智宏,　吉野 博樹,　

川口 由美,　渡辺 茂人

また、先日、友好提携２０周年の記念式典も行われた韓国・ソウル北部連盟
からウ・ウォンシック連盟長をはじめとした派遣団にもご臨席いただき、華や
かな雰囲気も加わった総会となりました。
まず昨年度の事業報告として、富士章３０名、隼章３０名、菊章２００名の進級
があり進歩の促進が図られたことや、第１６回日本ジャンボリーに愛知連盟か
らは１５０９名の日本最大の派遣団で参加したことなど総括が行われました。
引き続き、今年度の方針・事業計画として、来年の２３ＷＳＪに向けた取り組
みも含め、目標を達成するための具体的な行動計画についての審議が行わ
れました。あわせて５つの議案すべての承認が得られ、中でも今年度の大き
な変更点として、各地区活動全体
の実行運営のため「地区運営会
議」を新たに設けることが決まりま
した。
また、総会終了後には、新ユ
ニフォームの発表会も行われま
した。

平成２６年度の愛知連盟年次総会が、各団の団委員長と愛知連盟役員の
出席のもと、６月１５日（日）に熱田神宮文化殿で行われました。
来賓として、ボーイスカウト振興国会議員連盟から東郷衆議院議員、ボー

イスカウト振興愛知県議会議員懇談会から筒井愛知県議員をはじめとする大
勢のご臨席をいただきました。

図画・写真コンテストの作品募集が始まります。テーマは「スカウト活動を表現したもの」。真剣に、かつ楽し
く活動している様子を絵や写真で表すことにチャレンジしてみてください。ぜひ、応募要項を確認の上、９月末

までに各地区の組織・拡充委員長に提出してくださ
い。優秀作品は「スカウトあいち」に掲載いたします。
皆さんのご応募、お待ちしています！！

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
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平成２６年３月１日～平成２６年５月３１日
菊スカウト章受章 45名 おめでとう！

2012年に教育規程が改定され「富士章」は

「富士スカウト章」となりました。取得の条件も変

わり、隼章を受章後に更なる努力が求められま
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士スカウト章」の受章となります。
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輩たちに学んだことを伝えていきたい」という畑田
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平成２６年度年次総会開催

平成２６年度愛知連盟役員一覧

第３５回図画・写真コンテスト作品募集！！
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があり進歩の促進が図られたことや、第１６回日本ジャンボリーに愛知連盟か
らは１５０９名の日本最大の派遣団で参加したことなど総括が行われました。
引き続き、今年度の方針・事業計画として、来年の２３ＷＳＪに向けた取り組
みも含め、目標を達成するための具体的な行動計画についての審議が行わ
れました。あわせて５つの議案すべての承認が得られ、中でも今年度の大き
な変更点として、各地区活動全体
の実行運営のため「地区運営会
議」を新たに設けることが決まりま
した。
また、総会終了後には、新ユ
ニフォームの発表会も行われま
した。

平成２６年度の愛知連盟年次総会が、各団の団委員長と愛知連盟役員の
出席のもと、６月１５日（日）に熱田神宮文化殿で行われました。
来賓として、ボーイスカウト振興国会議員連盟から東郷衆議院議員、ボー
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図画・写真コンテストの作品募集が始まります。テーマは「スカウト活動を表現したもの」。真剣に、かつ楽し
く活動している様子を絵や写真で表すことにチャレンジしてみてください。ぜひ、応募要項を確認の上、９月末

までに各地区の組織・拡充委員長に提出してくださ
い。優秀作品は「スカウトあいち」に掲載いたします。
皆さんのご応募、お待ちしています！！

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
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第1回名古屋西部地区合同ビーバーラリー
名古屋西部地区　組織・拡充委員長　間庭 奈保美

藤前干潟を探検してきました
名古屋北斗地区　名古屋第30団　ビーバー隊長　横澤 浩

4月27日(日)ビーバー隊の活動として藤前干潟に行って来ました。
庄内川,新川の河口に広がる藤前干潟で、泥の中の生物を穴掘り
等によって探した結果、とっても珍しいアナジャコやモクズガニなどを
捕まえる事が出来、全員とってもテンションが上がりました。スカウト
は全員泥だらけで、身ぐるみ総着替え後に帰ってくる事になりました
が、そんな事は気にもせずにワイワイはしゃいでいました。
さかなクンのお友達だと言う｢かにクン｣の指示のもと、干潟の生き物の
良い勉強が出来、大変有意義な活動が出来ました。

３月１６日、「わくわくビーバー
ランド　ーみんなで広げよう　
ビーバーの輪̶」をテーマにし
たビーバーラリーが名城公園
で行われました。
ビーバースカウトやスカウト
体験希望者が、仲間と一緒に
なって元気いっぱいに綱引き
をしたり、動物キムス、ごみ分

別、けん玉つくり、輪投げ、段ボールキャタピラー、モンキーブリッジなど
「わくわくランド」と題したアトラクションを、やる気いっぱいで体験したり
しました。キラキラ輝くスカウト
の目と笑顔は最高です。

瀬戸1団カブ隊・ボーイ隊
は5月24、5日に御在所岳で
登山を行いました。
瀬戸1団と5団が合併する
以前、5団では毎年くまスカ
ウトとボーイ隊は山頂まで、う
さぎ、しかスカウトは6合目ま
での登山を行っており、この
行事を引き継ぐ形で行いました。
1日目は愛環瀬戸口駅に集合、電車と徒歩で宿泊地へ。その後
入浴、夕食、キャンプファイヤーを行いました。
2日目は登山。ルートは中道。カブとボーイでは体力に差がかなり

あるため、ボーイ隊とくまスカウトはカブ隊に先行して登りました。途
中「負れ岩」、「地蔵岩」などの巨石を眺めたり、鎖をたよりに崖を
下ったり、つらい道を乗り越えて山頂にたどり着きました。
山頂では昼食、記念撮影をして武平峠を経由して下山しました。
一緒に登山をしたくまスカウトからは「また登りたい！」という声が

聞けたので、よい思い出
になったと思います。

くま登山（御在所岳）
尾張東地区　瀬戸第1団　ボーイ隊隊長　小川 恭平

５月３日～５日、あま第３団の春季キャンプが開催されました。　
ビーバー隊からローバー隊まで総参加の団行事です。今年はベン
チャー隊が１日がかりでモンキーブリッジを作成！ちびっこスカウトの
歓声が森の中で響きました。

◆◆◆◆◆◆◆◆

●キャンプ二日目に、ベンチャーたいが作ってくれたモンキーブリッ
ジであそびました。
　まずは木のぼりをしてロープにつかまります。高い所はこわ
かったけど、ベンチャーたいの人がたすけてくれました。
　何回もあそんでいると高い所も平気になりました。ぼくもロー
プむすびをおぼえて、もっと大きなブリッジを作りたいです。
（カブ隊　しかスカウト　近藤 天晴）

尾張南地区　あま第３団

天気のよい６月１日に、第２回尾張西地区カブラリーを一宮市の
萬葉公園一体をお借りして開催しました。
今回は、５つの得点ポイントと４つの時間調整ポイントを回って

ゲームを行う、ポイントハイキングにしました。
真夏日の暑い一日になりましたが、スカウトは初めて会ったスカウ

ト同士仲良くなり一日楽しく過ごすことができました。

第2回地区カブラリー開催
尾張西地区　稲沢第４団　カブ隊　副長　牧 宏俊

（カブラリー実行委員長）

5月２４日（土）尾張南地区の小学
校より約１６０名の男女が相撲大会
に参加。あま第１団が中心となり、「大
相撲大島部屋秘伝の味付けのちゃ
んこ鍋を仕込み。地区内の団委員と
高校生ボランティアで、出場者、保護
者等約５００名の皆様に食事を提供
しました。「こんなに美味しいのは、初めてと、お替わりの連続でした。
会場入口では、津島第３団がテントとカヌー&ゴムボートを展示と、

キーホルダー作成、おやつ作りといった体験会を開催しました。初めて
キリを使ってのキーホルダー作り。おみやげとして、お渡ししたのを大切
そうに抱えて保護者に見せていました。体験者１２８名のほとんどが、
「ボーイスカウトを知らない」との声でした。地元テレビ局の取材もあり、
翌日放映されました。体験会参加者リーフレットをお渡ししたので、後日

フォローし、スカウト増
につなげたいと思っ
ております。会場での
受付、誘導は組織・
拡充委員会が担当し
ました。

津島青年会議所主催の子どもすもう大会にて、チャンコで、お・も・て・な・し
スカウト体験会を開催

尾張南地区　組織・拡充委員会

楽しかった春季キャンプ
おサルさんになったよ

スキー訓練
名古屋巽地区名古屋第１２団　スカウト委員・ボーイ隊長　中村 雄治

イベント奉仕、そしてBS広報活動
名古屋千種地区　組織・拡充委員長　小塚 達也

当地区第88団のスカウトが、3月31日オアシス21で開催された
ロードセンス・フェスタの会場で、奉仕活動を行いました。彼らは、来
場されたお客様たちが参加するゲームコーナーの運営を担当しまし
た。また、このイベントのチラシには特別協力と言う形で団名と写真
が掲載されました。地区を離れた場所で制服を着用し、キビキビと奉
仕する姿は、単なる奉仕活動や自団のPRではなく、
まさに「ボーイスカウトの広報活
動」となったのではないでしょう
か。お疲れ様でした。

早春の気配が
漂うなか、我ら名古
屋第１２団ボーイ
隊は、２月２２日
（土）～２３日（日）
に山梨県・八ヶ岳
のふもとに広がる
富士見高原スキー
場でスキー訓練を
行ってきました。
今年は例年に比べて雪が多いことが影響して、休日にもかかわらず、

ほとんど貸し切り状態のなか、思いっきりスキーを満喫してきました。
富士見高原スキー場は緩斜面中心の初心者向けコースが中心の

スキー場としてファミリーを中心に根強い人気があり、スキーの練習に
は申し分ない所です。
スキーが初めてのスカウトもリーダーの指導を受けて、帰る頃には
スーイスイ？と楽しそうに滑っていたのが印象的でした。
快晴のもと、プロスキーヤーよろしく「はい、ポーズ」。
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「ボーイスカウトを知らない」との声でした。地元テレビ局の取材もあり、
翌日放映されました。体験会参加者リーフレットをお渡ししたので、後日

フォローし、スカウト増
につなげたいと思っ
ております。会場での
受付、誘導は組織・
拡充委員会が担当し
ました。

津島青年会議所主催の子どもすもう大会にて、チャンコで、お・も・て・な・し
スカウト体験会を開催

尾張南地区　組織・拡充委員会

楽しかった春季キャンプ
おサルさんになったよ

スキー訓練
名古屋巽地区名古屋第１２団　スカウト委員・ボーイ隊長　中村 雄治

イベント奉仕、そしてBS広報活動
名古屋千種地区　組織・拡充委員長　小塚 達也

当地区第88団のスカウトが、3月31日オアシス21で開催された
ロードセンス・フェスタの会場で、奉仕活動を行いました。彼らは、来
場されたお客様たちが参加するゲームコーナーの運営を担当しまし
た。また、このイベントのチラシには特別協力と言う形で団名と写真
が掲載されました。地区を離れた場所で制服を着用し、キビキビと奉
仕する姿は、単なる奉仕活動や自団のPRではなく、
まさに「ボーイスカウトの広報活
動」となったのではないでしょう
か。お疲れ様でした。

早春の気配が
漂うなか、我ら名古
屋第１２団ボーイ
隊は、２月２２日
（土）～２３日（日）
に山梨県・八ヶ岳
のふもとに広がる
富士見高原スキー
場でスキー訓練を
行ってきました。
今年は例年に比べて雪が多いことが影響して、休日にもかかわらず、

ほとんど貸し切り状態のなか、思いっきりスキーを満喫してきました。
富士見高原スキー場は緩斜面中心の初心者向けコースが中心の

スキー場としてファミリーを中心に根強い人気があり、スキーの練習に
は申し分ない所です。
スキーが初めてのスカウトもリーダーの指導を受けて、帰る頃には
スーイスイ？と楽しそうに滑っていたのが印象的でした。
快晴のもと、プロスキーヤーよろしく「はい、ポーズ」。
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ニュース & トピックス

〈名古屋〉
ニュース & トピックス

〈尾張〉



　4月27日（日）、東三河ふるさと公園で豊川第4団主催イベント
「段ボールで宇宙基地をつくろう！」を開催しました。一般の方々を対
象に、ふるさと公園の広場にたくさんの段ボールを広げて思いっきり
遊んでもらう企画です。スカウトたちは指導者や団委員の指導の下、
精一杯のおもてなしをするために何週間も前から計画を練り準備し
てきました。そして当日は73名の体験の子供たちが来てくれて大賑
わいでした。様々な段ボール作品が広場を埋め尽くし、来場してくれ
た子供達とスカウト達の素敵な笑顔が溢れました。今後もこのような
イベントを通じて地域の方々にボーイスカウト活動を知ってもらえれ
ばと思います。

段ボールで宇宙基地をつくろう！

地区ボーイスカウトラリー開催
豊田地区　行事・国際委員長　奥村 直人

ニュース & トピックス

〈三河〉
穂の国地区　豊川第4団　団委員　田中 雅彦 めざせ 免許皆伝！ 巻物ゲットだぜ！ 知多北部地区　東浦第１団　ビーバー隊長　竹内 正純

初めての工場見学 ～帽子ができるまで！！～ 知多東地区　半田第３団　ベンチャー隊長　尾関 正浩

５月１１日（日）、豊田市猿投（さなげ）地区の猿投棒の手広場を中
心に4年に１回実施の第５回地区ボーイスカウトラリーを、スカウト・
指導者約２００名の参加のもと開催しました。今回のテーマは『家族
への感謝』。当日は天候にも恵まれ、暑さの中、２級レベルの内容で
5か所ポイントを設定しましたが、スカウトはみな日頃訓練の成果を発
揮し、各隊、班の技能を競いあい、また、友情を深めあう事もできまし
た。今後のスカウトの活躍に期待します。

５月11日（日）、愛知こどもの国あさひが丘で「第４回三河葵
地区カブラリー」が開催されました。当日は総勢約400名が集ま
り、スカウト達は５カ所のブースで、課題をこなしていきました。
今回のタイトルは「チャレンジ！カブ検定！」。日頃の訓練の成
果とどれだけ基本知識を身につけているかを確認するのが目的
で　ロープ結び、記章の種類、ロープや歩測での計測、記憶

ゲーム等々。集合、
整列、報告の基本
動作も点数になる
ということで子供達
は一生懸命取り組
み、中には高得点
を取る強者の組も
いました。

見てください！ 日頃の訓練成果
三河葵地区　西尾第12団　カブ隊長　船橋 郁雄

第41回岡崎こども祭りに参加して
三河葵地区　岡崎第5団　カブ隊長　柳川 祐治

５月24日～２５日、知立1団のホームグラウンド逢妻川河川敷で
ボーイ隊が班キャンプを行いました。　２日とも好天にめぐまれ、快
適なキャンプができました。
 夜食には、当団恒例の「友情ラーメン」（闇ナベのラーメン版、各
自がインスタントラーメンを持ち寄ってひとつ鍋に入れて煮る）を行
いました。
今回はナットウを入れるような、ふとどき者はおらず、まともなラー

メンでした。

４班合同班キャンプを行いました
碧海地区　知立第1団　　副団委員長　富永 幸勝

初夏を思わせる4月27(日)、
岡崎こども祭りに参加しました。
他隊のスカウト，ガールスカ

ウトと共にテープカットに参加
し、その後、竹馬つくりや木工
を中心に楽しいひとときを過
ごしました。その合間にくまス
カウトには、ブースでの缶バッ
チ制作指導を手伝ってもらい
ました。

◆◆◆◆◆◆◆◆

●自分で好きなものをいろんな道具でいろんな形・色・手ざわりの木を
使ってお気に入りの作品を作れるので、みんなで「木工」をしまし
た。時間が少ないのが残念でした。(くまスカウト　柳川俊介)
●竹馬に乗りましたが　バランスがうまくとれなくて失敗してしまいまし
た。乗ったことがなかったので、いい体験が出来て楽しかったです。(く
まスカウト　高木祥多)
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4月26日(土)にビーバー隊は阿久比
町にあるワールドハットさんの工場を見学
しました。ワールドハットさんは帽子を作製
している会社です。また私たち半田第３
団のネッカチーフも作製していただいて
おります。当日はワールドハットの西脇社
長に工場を案内していただきました。ビーバースカウトは初めて見る
刺繍をする機械、帽子をミシンで作成する作業に釘付けでした！！

5月11日(日)「阿久比町立ふれあい
の森」でデイキャンプを実施しました。
参加者は、スカウト14名を含む約60
名。保護者の方には、前日からの食事
の準備及び当日のポイント運営もご協
力頂き、隊として一体感のある活動がで
きました。
テーマは、「めざせ　巻物　免許皆
伝！」　今回、忍者にふんしたスカウトが、捕らわれた隊長を助けるた
め、厳しい修行の旅に出ます。修行により術をマスターすることで、隊
長が助かり、スカウトは免許皆伝の腕前となるストーリーです。まず、ス
カウトは、変身の術で忍者に変シーン。その後、みずぐもの術、目くらま
しの術、鏡の術など次々と術をマスターしていきました。当日は、うだる
ような暑さでしたが、最後までスカウトの誰一人音を上げることなく、ス
カウト全員免許皆伝の腕前となり、巻物をゲットできました。

5月24日(土)・25日(日)に、武豊町立中央公民館で「公民館まつ
り」が行われました。毎年、ボーイ隊を中心に出店のお手伝いを行った
り、写真掲示でスカウト活動を紹介しています。今年は、日曜日のみで
すがボーイスカウト体験ブースを用意していただくことができ、昨年まで
とは違った方法で、スカウト活動を紹介することができました。年齢に
応じて、竹箸や、竹ぽっくり、竹のアクセサリー作りといった「竹工作」
を体験していただきながらスカウト活動の楽しさを紹介しました。
７０組ほどの親子の参加があり、楽しそうに工作をしている姿をみ
て、入隊につながってくれればと願った一日でした。

公民館まつりでボーイスカウトを紹介
知多西南地区　武豊第１団　ベンチャー隊長　山下 恵広

ビーバー隊集会　どうして回るんだろう？　
知多東地区　半田第２団　ビーバー隊長　松井 良夫

五月晴れの5月18日、半田２団ビーバー隊は電池BOXを使った
「クリップ・モーター」作りに挑戦しました。スカウトは初めて見るエナメ
ル線に四苦八苦。難しいところは、リーダーお願い！　電気が流れる
とエナメル線がくるりくるり。
回るかどうかは運？
ちゃんと回りましたよ！少しは
謎が解けたスカウトでした。

ニュース & トピックス

〈知多〉

　4月27日（日）、東三河ふるさと公園で豊川第4団主催イベント
「段ボールで宇宙基地をつくろう！」を開催しました。一般の方々を対
象に、ふるさと公園の広場にたくさんの段ボールを広げて思いっきり
遊んでもらう企画です。スカウトたちは指導者や団委員の指導の下、
精一杯のおもてなしをするために何週間も前から計画を練り準備し
てきました。そして当日は73名の体験の子供たちが来てくれて大賑
わいでした。様々な段ボール作品が広場を埋め尽くし、来場してくれ
た子供達とスカウト達の素敵な笑顔が溢れました。今後もこのような
イベントを通じて地域の方々にボーイスカウト活動を知ってもらえれ
ばと思います。

段ボールで宇宙基地をつくろう！

地区ボーイスカウトラリー開催
豊田地区　行事・国際委員長　奥村 直人

ニュース & トピックス

〈三河〉
穂の国地区　豊川第4団　団委員　田中 雅彦 めざせ 免許皆伝！ 巻物ゲットだぜ！ 知多北部地区　東浦第１団　ビーバー隊長　竹内 正純

初めての工場見学 ～帽子ができるまで！！～ 知多東地区　半田第３団　ベンチャー隊長　尾関 正浩

５月１１日（日）、豊田市猿投（さなげ）地区の猿投棒の手広場を中
心に4年に１回実施の第５回地区ボーイスカウトラリーを、スカウト・
指導者約２００名の参加のもと開催しました。今回のテーマは『家族
への感謝』。当日は天候にも恵まれ、暑さの中、２級レベルの内容で
5か所ポイントを設定しましたが、スカウトはみな日頃訓練の成果を発
揮し、各隊、班の技能を競いあい、また、友情を深めあう事もできまし
た。今後のスカウトの活躍に期待します。

５月11日（日）、愛知こどもの国あさひが丘で「第４回三河葵
地区カブラリー」が開催されました。当日は総勢約400名が集ま
り、スカウト達は５カ所のブースで、課題をこなしていきました。
今回のタイトルは「チャレンジ！カブ検定！」。日頃の訓練の成
果とどれだけ基本知識を身につけているかを確認するのが目的
で　ロープ結び、記章の種類、ロープや歩測での計測、記憶

ゲーム等々。集合、
整列、報告の基本
動作も点数になる
ということで子供達
は一生懸命取り組
み、中には高得点
を取る強者の組も
いました。

見てください！ 日頃の訓練成果
三河葵地区　西尾第12団　カブ隊長　船橋 郁雄

第41回岡崎こども祭りに参加して
三河葵地区　岡崎第5団　カブ隊長　柳川 祐治

５月24日～２５日、知立1団のホームグラウンド逢妻川河川敷で
ボーイ隊が班キャンプを行いました。　２日とも好天にめぐまれ、快
適なキャンプができました。
 夜食には、当団恒例の「友情ラーメン」（闇ナベのラーメン版、各
自がインスタントラーメンを持ち寄ってひとつ鍋に入れて煮る）を行
いました。
今回はナットウを入れるような、ふとどき者はおらず、まともなラー

メンでした。

４班合同班キャンプを行いました
碧海地区　知立第1団　　副団委員長　富永 幸勝

初夏を思わせる4月27(日)、
岡崎こども祭りに参加しました。
他隊のスカウト，ガールスカ

ウトと共にテープカットに参加
し、その後、竹馬つくりや木工
を中心に楽しいひとときを過
ごしました。その合間にくまス
カウトには、ブースでの缶バッ
チ制作指導を手伝ってもらい
ました。

◆◆◆◆◆◆◆◆

●自分で好きなものをいろんな道具でいろんな形・色・手ざわりの木を
使ってお気に入りの作品を作れるので、みんなで「木工」をしまし
た。時間が少ないのが残念でした。(くまスカウト　柳川俊介)
●竹馬に乗りましたが　バランスがうまくとれなくて失敗してしまいまし
た。乗ったことがなかったので、いい体験が出来て楽しかったです。(く
まスカウト　高木祥多)
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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

一般財団法人ボーイスカウト愛知県連盟維持財団　（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

株式会社みずほ銀行

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！

愛知連盟は創立から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。
今回のスカウトＯＢは、稲垣光隆様をご紹介いたします。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.2

　カブスカウトから晴れてボーイスカウトに上
進してから1年ほど後、今の名東区に引っ越
しました。昭和40年代半ばの名古屋市中心
部（鶴舞校区）に住む小学生男子の世界観
の限界は東山動物園までで、こんな遠くから
通えるのかなと漠然と思いながら、ふた月ほど
集会にも参加せずに過ごしていました。
　そんな時に、滝ボーイ隊長から「朝霧高原

の日本ジャンボリーの参加隊に選ばれた」との手紙をもらいました。ＮＪ参
加は勿論魅力的でしたが、それ以上に気持がふらついていたところに声を
かけてもらったことで、それ以降なんとか地下鉄とバスを乗り継いで集会に
も通い続け、朝霧高原どころかその次の千歳原のＮＪにもシニアースカウ
トとして参加。大学進学で上京後も、名古屋18団でローバーを続け、帰省
した際に夏期長期野営等に参加していましたが、東京で仕事を得たため、
制服を脱ぐこととなりました。

　もはやちかいやおきてもうろ覚えになってしまいましたが、スカウト経験
は、今も体に染みついています。公務員の職を選ぶ際も、(勿論それだけで
決めた訳ではありませんが)奉仕の精神が大きく影響しましたし、仕事で辛
い時に、厳しい野営等の経験が支えになったこともありました。
「ひとたびスカウトに誓いを
たててなりし身は、死して後
もスカウトだ。」まだ死につ
いて語るのは早いでしょう
が、50も半ばを過ぎると何
となくこの歌詞の意味が分
かるような気がします。
　現役のスカウト諸君が
私のしたような貴重なスカ
ウト体験ができることをお
祈りしております。

1971年7月、三重県安乗海岸でのBS隊キャンプ。
野営場近くの旅館前でのスナップ。
後列、左から３人目が稲垣さん。

６月２６日は、国連が定めた国際麻薬乱用撲滅デー。毎年６月下旬から一か月にわたり、全国で様々な啓発活動
が行われています。愛知県では、６月２８日（土）に、名古屋北斗地区のボーイスカウト・ベンチャースカウト１５名
が、名古屋市中区の栄広場で啓発活動を行いました。気温も高く蒸し暑い中、スカウトらは声を張り上げて、こ
の活動の重要性を伝えていました。

韓国のソウル北部連盟と愛知連盟との友好提携２０周年を記念する式典
が５月８日に韓国で行われ、愛知連盟からも永井理事長をはじめ９名の役
員が出席しました。
式典は韓国の国会議事堂の中で行われ、韓国連盟総裁、ソウル北部連盟
長等の出席のもと、さらなる友好関係の発展を誓いました。
また、その前日にはソウル北部連盟の連盟長離任・就任式がソウル市内
で行われ、ウ・ウォンシック新連盟長の就任に、愛知連盟からも祝福のメッ
セージを届けました。

友好提携２０周年記念式典開催友好提携２０周年記念式典開催

ARC to SuccessARC to Success

ローバース緑化プロジェクト派遣実施！！ローバース緑化プロジェクト派遣実施！！

５月２４～２５日に和歌山県で開催された日本連盟全国大会に、愛知ロー
バース会議（以下ARC）は議長以下１３名で参加してきました。
ARCはブースを出展し、パネルやチラシを使って、活動の概要・実績等を
全国に向けアピールしました。歴史もあり、活発に活動を行なうARCは、多
くの方に興味を持っていただくことができたように思います。ARCは日本
のローバースのパイオニアとして、今後もさらに魅力的かつ有意義な活動
を行っていきます。
ローバーの皆さん！ぜひ一緒に活動しましょう！

今年で８回目になる愛知連盟・ソウル北部連盟ローバース緑化プロジェ
クト派遣、今回は４月４日～６日の二泊三日の日程で、スカウト・指導者の計
４名により実施されました。
ソウル郊外にある花朗（ファラン）小学校での松の木等の植樹や、韓国連
盟・ソウル北部連盟訪問、韓国の放送局・ＫＢＳ見学など盛りだくさんのスケ
ジュールでしたが、今回は少人数での実施ということもあり、例年以上に韓
国のローバーとの交流を深めることができました。

来年の第９回派遣に向け、このプロジェクト派遣の意義を次世代のロー
バーに伝えて、さらに盛り上げていくことで、日韓のさらなる交流に繋げて
いきたいと思います。

第８回ローバース緑化プロジェクト派遣　クルーリーダー　星野　輝

届け！メッセージ！！
届け！メッセージ！！
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