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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

熱田神宮

新東工業株式会社

福玉精穀倉庫株式会社

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、大西朗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.3

　私は小学生の時に数年間ボーイスカ
ウトの活動に参加しました。40年以上
前のことですが、野外でのキャンプ時の
飯ごう炊さんのおこげご飯の味や、手旗
信号などの訓練、ハイキング 等、なつか
しく思い出すことがたくさんあります。テ
ントを一人で張ることができた時の嬉し
さは、今でもよく覚えています。モールス

信号はできたかどうか記憶がさだかでないのですが、おそらく途中
までしかできない落第生だったのではないかと思います。
また、富士山麓で開催された世界ジャンボリーで、はじめて身近
に接した海外の仲間の少年におそるおそる英語（らしき言葉）で

話をして、それぞれのペンダントなどの持ち物を物々交換したのも
よい思い出であり、自分のグローバル化への第一歩を踏み出すこ
とができました。（笑）
現在、地球環境をいかに守っていくかが大きな課題として注目

されています。産業全体や国同士が協力して対策していくことも 
もちろん必要ですが、私たち一人ひとりが自然を大切にし、その恵
みに感謝する気持ちを根底にもつことが大切だと思います。その
点でも、自然に触れ合う機会が多いボーイスカウトの活動は、とて
も貴重です。
ボーイスカウト活動を通して、皆さんがいろんな経験をし、いろん

なことを考え、成長されることを祈念しております。

８月３０・３１日に愛知連盟主催の「ローバーの集い」が
新城吉川野営場にて行われ、県内各地区のローバース
カウト（以下RS）約30人が参加し、交流を深めました。
ＲＳ年代（18歳以上から25歳）は、進学の為に地元
を離れてしまった方や社会人として働き始めた方など
スカウト活動の時間をなかなか取れない人も多くいま
す。そんな中、各地区のコミッショナーや隊長の皆様の
協力のお蔭で多くの方に参加していただくことが出来

ました。一泊二日という短い時間でしたが、ＲＳのニーズに合ったものや特技を生かしたプログ
ラムを実施することができました。新たな出会いや今後のスカウト活動のヒントが得られたの
ではないかと思います。

ローバーの集い　開催！！ローバーの集い　開催！！

各位のご支援により、ボーイスカウト新城吉川野営場・宿
泊管理棟の風呂、トイレを修繕することができました。来年
度は、宿泊管理棟の外壁修繕工事を予定いたします。

～平成２６年度フィルモント派遣

株式会社豊田自動織機　取締役社長　大西 朗 様

名古屋市中区三の丸三丁目２番１号　〒460-0001
愛知県東大手庁舎（６階）
【TEL】 （052）972-6281　（※変更なし）
【FAX】 （052）972-6283　（※変更なし）

新城・吉川野営場 大規模修繕新城・吉川野営場 大規模修繕

お　慶　び　お　慶　び　

事務局移転のお知らせ事務局移転のお知らせ

ローバーの集い　実行委員長（知多東地区　半田第１団　ローバー隊）　小栗 悠貴

日本ボーイスカウト
「愛知連盟」および「一
般財団法人ボーイスカ
ウト愛知連盟維持財団」
事務局は、９月１日に愛
知県東大手庁舎に移転
いたしました。新住所な
どは以下の通りです。
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愛知県東大手庁舎 6 階

日本ボーイスカウト
愛知連盟事務局

大自然を満喫！！大自然を満喫！！

愛知連盟として２８回目のこの派遣事業、今年は１０名のベンチャースカウトが、アメリカ・ニューメキシコ
州シマロンにある「フィルモント・スカウトランチ」での１１泊１２日のトレイルキャンプ（150km）に挑みました。
天候不順もありましたが、標高3800ｍのMt.バルディへの登頂も果たし、無事に全日程を終了。また、

ホームステイでアメリカの家庭生活を満喫しました。このダイナミックなプロジェクトに、皆さんも次回ぜひ
挑戦してみませんか。

平成２６年９月１９日、三井　信之氏（愛知連盟常任理事・
名古屋北斗地区委員長）は、ボランティア活動功労者とし
て、大村愛知県知事より表彰されました。

あいち防災フェスタのご案内あいち防災フェスタのご案内

平成２６年１１月９日、愛・地球博記念公園（モリコロパー
ク）で、あいち防災フェスタ・防災＆ボランティアフォーラム
が開催されます。
ボーイスカウト愛知連盟は、愛知ローバース会議のＲＳの
協力により、展示・体験コーナーにおいて「災害時に役立つ
ロープ結び」を担当します。
みんなで楽しく防災について学ぶ機会を提供し、スカウト
活動の一端を広く県民に紹介をします。
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地区名 団　　名 氏　　名 プロジェクト分野 プロジェクト名
西尾第５団
名古屋第９１団

村松　咲歩
斉藤　文哉

専門分野・得意分野の探究
奉仕活動

初めの一歩
サンタが藤が丘にやってくるプロジェクト

三河葵地区
名古屋千種地区

富士スカウト章受章 2名 おめでとう！

第23回愛知スカウトフォーラム 開催！

平成２６年６月１日～８月３１日

隼スカウト章受章 １２名 おめでとう！ 平成２６年６月１日～８月３１日

菊スカウト章受章 ９３名 おめでとう！ 平成２６年６月１日～８月３１日

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名
一宮第５団
阿久比第１団
半田第３団

みよし第２団

佐藤　愛來
西脇　正悟
三浦　航暉
浅野　瑞季
服部　瑶子
砂田　憲広

尾張西地区

知多東地区

豊田地区

名古屋第６７団
名古屋第１０９団
名古屋第１２１団
あま第１団
犬山第７団
瀬戸第１団

山田　健登
石川　翔太
瀬尾　紗矢音
丹家　理緒
島村　真人
松原　彩香

名古屋西部地区

尾張南地区

尾張東地区

佐藤　成
川島　知也
片山　莉彩
宮原　杏奈
杉野　未空
永井　海渡
平野　貴章
伊藤　由利夏
山本　伊織
久野　奨真
上原　有智
田尻　芽依
柳井　魁星
波多野　俊介
伊藤　桃花
小笠原　直希
渡邊　祐太郎
今井　彩人
常川　七海
梅田　拓実
牧野　倭士
高木　駿汰
鳥丸　登生
平田　遥香
國井　慎吾
丹羽　亮弥
田﨑　健太
丹羽　有生
横井　悠介
今野　敬太
三輪　健太郎
伊藤　潤
原　　睦月

名古屋巽地区

名古屋西部地区

名古屋北斗地区

尾張南地区

尾張東地区

名古屋第８団

名古屋第１２団

名古屋第５１団

東郷第１団
名古屋第４１団

名古屋第８３団

名古屋第１２６団
名古屋第４２団
名古屋第１０１団

大治第１団

江南第３団

北名古屋第１団

日進第２団

小牧第１団

春日井第４団

春日井第８団

春日井第１０団

地区名 団　名 氏　名

尾張西地区

知多東地区

知多西南地区

知多北部地区

碧海地区

三河葵地区

一宮第４団

一宮第１３団
稲沢第９団

半田第３団

半田第８団
常滑第４団
常滑第８団
南知多第１団
大府第１団

東海第２団

東海第３団

刈谷第１団

岡崎第５団
岡崎第８団
岡崎第１０団
西尾第５団

西尾第１０団

西尾第１２団

地区名 団　名 氏　名
中村　亮太
小幡　龍矢
加藤　穂乃香
谷川　あずさ
北河　功太郎
川嶋　玲雄
竹尾　和将
黒柳　貴慶
安東　伯留那
伊藤　龍一
中原　健太
小林　直登
中神　ゆきの
石田　竜也
水口　颯一郎
村上　謹弥
水野　茅春
木藤　怜
中野　竜一
菅沼　拓己
大林　颯馬
兵藤　貴哉
本多　基准
牧野　礼

奥中　康一郎
中口　未妃
矢野　綾音
矢田　有輝
北村　大地
水谷　匡希
林　　真史

穂の国地区

豊田地区

豊川第１団

豊川第４団

豊川第５団

豊橋第４団

豊橋第５団

豊橋第８団

豊橋第１２団

豊田第２団

豊田第１６団

豊田第４０団

地区名 団　名 氏　名
谷　　勇佑
水谷　空
伊藤　和貴
髙橋　洋勝
永井　晴己
神馬　知弘
神戸　紀人
荘司　海右
片山　裕介
竹内　太紀
内田　颯
松田　朋也
茂木　健悟
坂　　智大
坂野　巧実
松本　悠真
梅藤　翔太
山本　啓介
伴　　玲吾
加藤　諒一
酒井　睦
山口　烈史
小林　汰地
杉本　隼也
黒坂　彗稀
杉江　洸太朗
山崎　貴義
田中　勇飛
山本　紘也

第12回世界スカウトユースフォーラム派遣

第23回世界スカウトジャンボリー(23WSJ)情報!! Vol.1

【テーマ】和 a Spirit of Unity
【参加者】世界162の国と地域から14～17歳のスカウ

ト、18歳以上のスタッフ
【概　要】2週間のキャンプ生活を通じて、文化・言語の違

いを乗り越えた新しい仲間との出会い、新しい
挑戦。伝統と最新技術、日本文化への理解など
を深めます。また、本大会期間の前後に、47都
道府県で9千人の海外スカウトのホームステイ
を受け入れます。

世界スカウトジャンボリーは、4年に1度、様々な国を開催
地として世界中からスカウトが集まる国際キャンプ大会で
す。2015年に山口県で開催される本大会には、世界
162の国と地域から約3万人の青少年が集まります。(日
本では1971年以来、44年ぶり2度目の開催です!)

【日　時】2015年7月28日(火)～8月8日(土)
【会　場】山口市阿知須・きらら浜(286ha・東京ドーム約

60個分の敷地面積)他

毎年９月の第３月曜日は「スカウトの日」です。これは全国の
スカウトがいっせいに活動を展開することで、スカウト運動が地
域社会に根ざした実践活動であることを広く社会にアピールす
ることを目的としています。

愛知県でも多くのスカウトが参加しました。その中で、名古屋西部地区　名古屋
第１１２団　カブ隊　くまスカウトのみんなの声を集めました。
「星神社まるごときれいにしよう大作戦」　去年より空き缶やペットボトルが捨て
られてた数が減ってうれしかったよ。でも、たばこの吸い殻は、多かったよ。　来年
の９月もキレイにしよう！

私達は8月2日から17日まで「第
12回世界スカウトユースフォーラ
ム派遣」に参加しました。
　70ヵ国以上から青年スカウト約
170人が参加し、スカウト活動に関
する討議・情報交換や文化交流など
を行いました。また、世界規模で行
われているこの運動の戦略や意思
決定の過程に参加することで、私達

のスカウト活動に関する視野は大きく広がりました。
　世界中の仲間達は、歴史や文化が全く違うそれぞれの
環境で日々活動をしています。しかし、皆が目指しているの
は「より良き社会」という共通の未来であることを実感する
ことが出来ました。
この他にも体験したこ
と、伝えたいことは沢山
あります。現在、報告書
の作成と報告会実施の
ための準備を進めてい
ます。私達の派遣はまだ
終わっていません。

知多東地区　半田第１団　ローバー隊　小栗 悠貴

̶̶ 来夏、日本開催の世界ジャンボリーについて様々な情報を紹介していきます。̶̶

豊田地区　豊田第６団　ローバー隊　中嶋 路央

第4回 韓国インターナショナル パトロールジャンボリー

私はこの夏8月1日か
ら6日まで大韓民国尚
州で開催された、韓国
インターナショナルパ
トロールジャンボリー
にISTとして参加しまし

た。参加した動機は韓国語に興味があり勉強していたため活
用する場を求めていたことと、聞いたことのないジャンボリー
だったのでどんなジャンボリーか知りたいからでした。
このジャンボリーは名前の通り、一か国だけで班編成がされ
るだけでなく二か国以上のスカウトで班編成されることもあ
り、45か国8,000人の参加者がいたので班によっていろい
ろな色がありました。ISTの仕事は日本連盟のブースで来年
開催される世界ジャンボリーの広報活動でした。韓国のスカ
ウトが多く来たため韓国語を使う場面が多く勉強の成果を 
発揮でき、 ブース運営も韓国の
スカウトとともにしていたので
韓国語での会話ができました。
韓国に興味があれば絶対に楽し
めるジャンボリーと実感したの
でまた開催されるときは参加し
たいと思いました。

尾張東地区 日進第1団 ローバー隊 星野 輝

新城吉川野営場で9/27～28に開催した今回のフォーラ
ム。テーマは『Creating a better world』（より良い世界を
作ろう）、サブテーマは『Education for Sustainable 
Development』（持続可能な開発のための教育）です。活
発な議論の末、愛知連盟としての意見を採択しました。また、
今回、多くのローバースカウトが運営に協力してくれました。
ここでできた新たな繋がりを大切にして愛知のスカウティン
グを日本一にする様に盛り上げていきましょう。

地球大好き! I Love the Earth. －「地球まるごとキレイにしよう！」
　　　　 参加しました！スカウトの日

愛知スカウトフォーラム運営委員長（尾張東地区　春日井第4団）　水野 宏紀

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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名古屋巽地区

名古屋西部地区

名古屋北斗地区

尾張南地区

尾張東地区

名古屋第８団

名古屋第１２団

名古屋第５１団

東郷第１団
名古屋第４１団

名古屋第８３団

名古屋第１２６団
名古屋第４２団
名古屋第１０１団

大治第１団

江南第３団

北名古屋第１団

日進第２団

小牧第１団

春日井第４団

春日井第８団

春日井第１０団

地区名 団　名 氏　名

尾張西地区

知多東地区

知多西南地区

知多北部地区

碧海地区

三河葵地区

一宮第４団

一宮第１３団
稲沢第９団

半田第３団

半田第８団
常滑第４団
常滑第８団
南知多第１団
大府第１団

東海第２団

東海第３団

刈谷第１団

岡崎第５団
岡崎第８団
岡崎第１０団
西尾第５団

西尾第１０団

西尾第１２団

地区名 団　名 氏　名
中村　亮太
小幡　龍矢
加藤　穂乃香
谷川　あずさ
北河　功太郎
川嶋　玲雄
竹尾　和将
黒柳　貴慶
安東　伯留那
伊藤　龍一
中原　健太
小林　直登
中神　ゆきの
石田　竜也
水口　颯一郎
村上　謹弥
水野　茅春
木藤　怜
中野　竜一
菅沼　拓己
大林　颯馬
兵藤　貴哉
本多　基准
牧野　礼

奥中　康一郎
中口　未妃
矢野　綾音
矢田　有輝
北村　大地
水谷　匡希
林　　真史

穂の国地区

豊田地区

豊川第１団

豊川第４団

豊川第５団

豊橋第４団

豊橋第５団

豊橋第８団

豊橋第１２団

豊田第２団

豊田第１６団

豊田第４０団

地区名 団　名 氏　名
谷　　勇佑
水谷　空
伊藤　和貴
髙橋　洋勝
永井　晴己
神馬　知弘
神戸　紀人
荘司　海右
片山　裕介
竹内　太紀
内田　颯
松田　朋也
茂木　健悟
坂　　智大
坂野　巧実
松本　悠真
梅藤　翔太
山本　啓介
伴　　玲吾
加藤　諒一
酒井　睦
山口　烈史
小林　汰地
杉本　隼也
黒坂　彗稀
杉江　洸太朗
山崎　貴義
田中　勇飛
山本　紘也

第12回世界スカウトユースフォーラム派遣

第23回世界スカウトジャンボリー(23WSJ)情報!! Vol.1

【テーマ】和 a Spirit of Unity
【参加者】世界162の国と地域から14～17歳のスカウ

ト、18歳以上のスタッフ
【概　要】2週間のキャンプ生活を通じて、文化・言語の違

いを乗り越えた新しい仲間との出会い、新しい
挑戦。伝統と最新技術、日本文化への理解など
を深めます。また、本大会期間の前後に、47都
道府県で9千人の海外スカウトのホームステイ
を受け入れます。

世界スカウトジャンボリーは、4年に1度、様々な国を開催
地として世界中からスカウトが集まる国際キャンプ大会で
す。2015年に山口県で開催される本大会には、世界
162の国と地域から約3万人の青少年が集まります。(日
本では1971年以来、44年ぶり2度目の開催です!)

【日　時】2015年7月28日(火)～8月8日(土)
【会　場】山口市阿知須・きらら浜(286ha・東京ドーム約

60個分の敷地面積)他

毎年９月の第３月曜日は「スカウトの日」です。これは全国の
スカウトがいっせいに活動を展開することで、スカウト運動が地
域社会に根ざした実践活動であることを広く社会にアピールす
ることを目的としています。

愛知県でも多くのスカウトが参加しました。その中で、名古屋西部地区　名古屋
第１１２団　カブ隊　くまスカウトのみんなの声を集めました。
「星神社まるごときれいにしよう大作戦」　去年より空き缶やペットボトルが捨て
られてた数が減ってうれしかったよ。でも、たばこの吸い殻は、多かったよ。　来年
の９月もキレイにしよう！

私達は8月2日から17日まで「第
12回世界スカウトユースフォーラ
ム派遣」に参加しました。
　70ヵ国以上から青年スカウト約
170人が参加し、スカウト活動に関
する討議・情報交換や文化交流など
を行いました。また、世界規模で行
われているこの運動の戦略や意思
決定の過程に参加することで、私達

のスカウト活動に関する視野は大きく広がりました。
　世界中の仲間達は、歴史や文化が全く違うそれぞれの
環境で日々活動をしています。しかし、皆が目指しているの
は「より良き社会」という共通の未来であることを実感する
ことが出来ました。
この他にも体験したこ
と、伝えたいことは沢山
あります。現在、報告書
の作成と報告会実施の
ための準備を進めてい
ます。私達の派遣はまだ
終わっていません。

知多東地区　半田第１団　ローバー隊　小栗 悠貴

̶̶ 来夏、日本開催の世界ジャンボリーについて様々な情報を紹介していきます。̶̶

豊田地区　豊田第６団　ローバー隊　中嶋 路央

第4回 韓国インターナショナル パトロールジャンボリー

私はこの夏8月1日か
ら6日まで大韓民国尚
州で開催された、韓国
インターナショナルパ
トロールジャンボリー
にISTとして参加しまし

た。参加した動機は韓国語に興味があり勉強していたため活
用する場を求めていたことと、聞いたことのないジャンボリー
だったのでどんなジャンボリーか知りたいからでした。
このジャンボリーは名前の通り、一か国だけで班編成がされ
るだけでなく二か国以上のスカウトで班編成されることもあ
り、45か国8,000人の参加者がいたので班によっていろい
ろな色がありました。ISTの仕事は日本連盟のブースで来年
開催される世界ジャンボリーの広報活動でした。韓国のスカ
ウトが多く来たため韓国語を使う場面が多く勉強の成果を 
発揮でき、 ブース運営も韓国の
スカウトとともにしていたので
韓国語での会話ができました。
韓国に興味があれば絶対に楽し
めるジャンボリーと実感したの
でまた開催されるときは参加し
たいと思いました。

尾張東地区 日進第1団 ローバー隊 星野 輝

新城吉川野営場で9/27～28に開催した今回のフォーラ
ム。テーマは『Creating a better world』（より良い世界を
作ろう）、サブテーマは『Education for Sustainable 
Development』（持続可能な開発のための教育）です。活
発な議論の末、愛知連盟としての意見を採択しました。また、
今回、多くのローバースカウトが運営に協力してくれました。
ここでできた新たな繋がりを大切にして愛知のスカウティン
グを日本一にする様に盛り上げていきましょう。

地球大好き! I Love the Earth. －「地球まるごとキレイにしよう！」
　　　　 参加しました！スカウトの日

愛知スカウトフォーラム運営委員長（尾張東地区　春日井第4団）　水野 宏紀

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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三河葵地区　ビーバーともだち集会
三河葵地区　組織・拡充委員長　後藤 龍夫

ボーイスカウト活動体験会
知多東地区　阿久比第１団　組織・拡充委員　都築 正文

阿久比第1団では、新規ス
カウト獲得のため５月２５日に
阿久比1団のスカウトハウス
において、ボーイスカウト活動
体験会を実施しました。「君に
もできる！！ボーイスカウトの野
外料理」としてＢＶＳは飯ごう炊飯、ＢＳはダッチオーブン料理を
行いました。参加者にはかまど作成から、マッチで火をつけるこ
とまで体験してもらいました。最後は保護者とともに全員で会
食会を行い楽しい１日を過ごしてもらいました。

みんなで通信塔を作りました
知多北部地区　東海第３団　ボーイ隊　ワシ班次長　松本 悠真

７月１９日～２０日、団のキャンプ場で隊キャンプを行いまし
た。今回のキャンプは班長が部活動の大会で不在だったの
で、みんなを引っぱっていく責任が重大でした。雨の中の設営
でしたが、協力して出来ました。夕食も３色そぼろ丼，肉じゃがと
おいしくでき、夜食もおいしかったです。２日目は今回のメインで
ある「通信塔」をみんなで作りました。べンチャーの先輩スカウ
トも手伝いに来てくれ、作業自体にはそれほど時間がかかりま
せんでした。それに，ほんの少
し前までは角縛りが出来な
かった下級スカウト達がテキ
パキと動けるようになっていて
うれしかったです。みんなで通
信塔を作り上げ，通信塔を立
ち上げた時、みんなの「オー」
という歓声が上がりました。大
きな塔ができて，本当に達成
感がありました。今後も今回
の反省を活かして、しっかり指
示を出して、みんなを引っぱっ
ていこうと思いました。

いつも大騒ぎ
知多東地区　半田第１団　カブ隊副長　田中 定子

今年のＣＳ隊は、モットーそのもの『いつも元気』です。しかス
カウトの居ないことがとても残念なCS隊ですが、元気いっぱい
のスカウト達。行動範囲の広くなる春からの活動には、
3月　料理大会。飯盒炊飯・オリジナルスープ・パンケーキ作り。
4月　ハイキング。衣浦大橋を渡りお隣の高浜の鬼道散策。
5月　サイクリング。無事にスカウト全員完走。

副長の約束3つ。
一つ、けがをしない！
二つ、けがをしない！
三つ、けがをしない！

東海市ビーバーＧｏＤｏ隊集会
知多北部地区　東海第2団　ビーバー隊長　須藤 祥子

７月２７日、東海市の
ビーバースカウトが集
まって合同隊集会を行
いました。想定が、皆の
乗った宇宙船がスイスイ
星に燃料補給の為に着
陸！！燃料補給と星の探
索をする。ということで、
４ブース　巨大な流し素

麺・のろいのあめふらし村・鬼が島・ワハハ島をまわりました。目
的は、東海市のスカウトの交流・ルールを守ってゲームができ
る・体験を通して、水のありがたさを知るなどで、スカウトは皆、
前日からリーダーの用意した、巨大流し素麺や、魚釣り、お面
作り・宝箱あけろなどのゲームや食事・工作をたのしみました。

６月２９日に、雨で１週延期になりました地区ともだち集会を
幸田中央公園で開催しました。
お天気も良く、テーマの『ビーバー消防隊出動』にぴったり！
塩ビパイプのお手製高性能水鉄砲で130名のスカウト達が
的にめがけピュ、ピュ・・・。役員さんはビショビショになるも楽し
い集会を開催しました。

豊橋『第２回ココニコプロジェクト』
穂の国地区　豊川第４団　団委員長　三宅 耕一

本年度、穂の国地区３２名の菊スカウトの内１２名が８月２０
日に豊川市山脇市長を、また２７日には２０名が豊橋市堀内副
市長を表敬訪問し、受章報告を行いました。
各スカウトは１分間スピーチで、これまでの印象深い活動や
今後の抱負を伝え、山脇市長からは「経験を生かしベンチャー
隊での活躍を」、また自らもスカウト経験を持つ堀内副市長か
らは、フィルモントの談話と「ちかい・おきては人生の羅針盤で
ある」といずれもあたたかい激励の言葉を頂戴しました。

８月２５日、本年度受章しました岡崎市内団の富士スカウト２
名と菊スカウト１１名で岡崎市長を表敬訪問しました。
市長もスカウト経験者で半世紀前のスカウト経験談を披露

していただき今回のスカウト達の活躍を願って激励していただ
きました。

７月１９日に豊橋市
こども未来館『ココニ
コ』にて、地区内のベ
ンチャースカウトを中
心とした第２回ココニ
コプロジェクトを開催
し、約40名の一般参
加者を対象に、包丁を
使わないカレーライス
作りを行いました。
参加した子供たちも保護者も興味津々でして、最初は緊張

していたスカウトたちも、始まるとすぐに子供たちに囲まれて笑
い声も交じっての楽しい時間を過ごしました。飯盒だけでご飯
とカレールーを作りまして参加全員が試食し、スカウティングを
少し感じてもらう事が出来たと思いますし、何よりも参加したベ

ンチャースカウトたちも
良い経験をしたと思い
ます。
第３回のココニコプ
ロジェクトは１０月に開
催予定です。次号に
てまた報告をさせて頂
きます。

７月１２日(土)１３日
(日)に武豊町中山公
民館にて、平成２６年
度知多西南地区ベン
チャースカウトフォーラ
ムが開催されました。
１２日は、テーマに
沿った討論会を行

い、県フォーラムの代表を選出しました。また翌日には、公民館
から徒歩１分のところにある武豊第1団野営場にて、隼章課

題スカウト技能（イ）大型の構
築物の一環として信号塔を作
成しました。参加人数も少く短
い時間の中、一人ひとりが真
剣に取り組んでくれたおかげ
で、予定通りにプログラムを
終えることができました。

ベンチャースカウトフォーラム 知多西南地区　武豊第1団　ベンチャー隊長　山下 恵広 富士スカウト・菊スカウト各市長表敬訪問

８月２７日、本年度に富士章を受章したスカウト3名、菊章を
受章したスカウト17名が太田稔彦豊田市長を表敬訪問しまし
た。まず富士スカウトの豊田39団 小林君がスライドを使って、
お年寄りとの交流活動のプロジェクト報告を行いました。
そして各受章スカウトの自己紹介のあと、富士スカウトを代
表して豊田9団の島津君が受章までの苦労や今後の抱負な
どを述べ、菊スカウトを代表して豊田5団の佐野君が、自分だ
けでなく後輩たちの成長にも貢献できるようがんばりたいとの
決意などを述べました。
市長からは、受章に当たって支えてくれた方々への感謝を忘
れず、これからもがんばってほしいとの激励の言葉を頂きました。
また、みよし市の菊スカウト3名は7月30日に、小野田賢治
みよし市長に受章報告を行い、受章の喜びや今後の抱負を
述べました。

組織・拡充委員長　河西 正樹

組織・拡充委員長　水藤 隆詳

組織・拡充委員長　後藤 龍夫

【豊田地区】

【穂の国地区】

【三河葵地区】
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三河葵地区　ビーバーともだち集会
三河葵地区　組織・拡充委員長　後藤 龍夫

ボーイスカウト活動体験会
知多東地区　阿久比第１団　組織・拡充委員　都築 正文

阿久比第1団では、新規ス
カウト獲得のため５月２５日に
阿久比1団のスカウトハウス
において、ボーイスカウト活動
体験会を実施しました。「君に
もできる！！ボーイスカウトの野
外料理」としてＢＶＳは飯ごう炊飯、ＢＳはダッチオーブン料理を
行いました。参加者にはかまど作成から、マッチで火をつけるこ
とまで体験してもらいました。最後は保護者とともに全員で会
食会を行い楽しい１日を過ごしてもらいました。

みんなで通信塔を作りました
知多北部地区　東海第３団　ボーイ隊　ワシ班次長　松本 悠真

７月１９日～２０日、団のキャンプ場で隊キャンプを行いまし
た。今回のキャンプは班長が部活動の大会で不在だったの
で、みんなを引っぱっていく責任が重大でした。雨の中の設営
でしたが、協力して出来ました。夕食も３色そぼろ丼，肉じゃがと
おいしくでき、夜食もおいしかったです。２日目は今回のメインで
ある「通信塔」をみんなで作りました。べンチャーの先輩スカウ
トも手伝いに来てくれ、作業自体にはそれほど時間がかかりま
せんでした。それに，ほんの少
し前までは角縛りが出来な
かった下級スカウト達がテキ
パキと動けるようになっていて
うれしかったです。みんなで通
信塔を作り上げ，通信塔を立
ち上げた時、みんなの「オー」
という歓声が上がりました。大
きな塔ができて，本当に達成
感がありました。今後も今回
の反省を活かして、しっかり指
示を出して、みんなを引っぱっ
ていこうと思いました。

いつも大騒ぎ
知多東地区　半田第１団　カブ隊副長　田中 定子

今年のＣＳ隊は、モットーそのもの『いつも元気』です。しかス
カウトの居ないことがとても残念なCS隊ですが、元気いっぱい
のスカウト達。行動範囲の広くなる春からの活動には、
3月　料理大会。飯盒炊飯・オリジナルスープ・パンケーキ作り。
4月　ハイキング。衣浦大橋を渡りお隣の高浜の鬼道散策。
5月　サイクリング。無事にスカウト全員完走。

副長の約束3つ。
一つ、けがをしない！
二つ、けがをしない！
三つ、けがをしない！

東海市ビーバーＧｏＤｏ隊集会
知多北部地区　東海第2団　ビーバー隊長　須藤 祥子

７月２７日、東海市の
ビーバースカウトが集
まって合同隊集会を行
いました。想定が、皆の
乗った宇宙船がスイスイ
星に燃料補給の為に着
陸！！燃料補給と星の探
索をする。ということで、
４ブース　巨大な流し素

麺・のろいのあめふらし村・鬼が島・ワハハ島をまわりました。目
的は、東海市のスカウトの交流・ルールを守ってゲームができ
る・体験を通して、水のありがたさを知るなどで、スカウトは皆、
前日からリーダーの用意した、巨大流し素麺や、魚釣り、お面
作り・宝箱あけろなどのゲームや食事・工作をたのしみました。

６月２９日に、雨で１週延期になりました地区ともだち集会を
幸田中央公園で開催しました。
お天気も良く、テーマの『ビーバー消防隊出動』にぴったり！
塩ビパイプのお手製高性能水鉄砲で130名のスカウト達が
的にめがけピュ、ピュ・・・。役員さんはビショビショになるも楽し
い集会を開催しました。

豊橋『第２回ココニコプロジェクト』
穂の国地区　豊川第４団　団委員長　三宅 耕一

本年度、穂の国地区３２名の菊スカウトの内１２名が８月２０
日に豊川市山脇市長を、また２７日には２０名が豊橋市堀内副
市長を表敬訪問し、受章報告を行いました。
各スカウトは１分間スピーチで、これまでの印象深い活動や
今後の抱負を伝え、山脇市長からは「経験を生かしベンチャー
隊での活躍を」、また自らもスカウト経験を持つ堀内副市長か
らは、フィルモントの談話と「ちかい・おきては人生の羅針盤で
ある」といずれもあたたかい激励の言葉を頂戴しました。

８月２５日、本年度受章しました岡崎市内団の富士スカウト２
名と菊スカウト１１名で岡崎市長を表敬訪問しました。
市長もスカウト経験者で半世紀前のスカウト経験談を披露

していただき今回のスカウト達の活躍を願って激励していただ
きました。

７月１９日に豊橋市
こども未来館『ココニ
コ』にて、地区内のベ
ンチャースカウトを中
心とした第２回ココニ
コプロジェクトを開催
し、約40名の一般参
加者を対象に、包丁を
使わないカレーライス
作りを行いました。
参加した子供たちも保護者も興味津々でして、最初は緊張

していたスカウトたちも、始まるとすぐに子供たちに囲まれて笑
い声も交じっての楽しい時間を過ごしました。飯盒だけでご飯
とカレールーを作りまして参加全員が試食し、スカウティングを
少し感じてもらう事が出来たと思いますし、何よりも参加したベ

ンチャースカウトたちも
良い経験をしたと思い
ます。
第３回のココニコプ
ロジェクトは１０月に開
催予定です。次号に
てまた報告をさせて頂
きます。

７月１２日(土)１３日
(日)に武豊町中山公
民館にて、平成２６年
度知多西南地区ベン
チャースカウトフォーラ
ムが開催されました。
１２日は、テーマに
沿った討論会を行

い、県フォーラムの代表を選出しました。また翌日には、公民館
から徒歩１分のところにある武豊第1団野営場にて、隼章課

題スカウト技能（イ）大型の構
築物の一環として信号塔を作
成しました。参加人数も少く短
い時間の中、一人ひとりが真
剣に取り組んでくれたおかげ
で、予定通りにプログラムを
終えることができました。

ベンチャースカウトフォーラム 知多西南地区　武豊第1団　ベンチャー隊長　山下 恵広 富士スカウト・菊スカウト各市長表敬訪問

８月２７日、本年度に富士章を受章したスカウト3名、菊章を
受章したスカウト17名が太田稔彦豊田市長を表敬訪問しまし
た。まず富士スカウトの豊田39団 小林君がスライドを使って、
お年寄りとの交流活動のプロジェクト報告を行いました。
そして各受章スカウトの自己紹介のあと、富士スカウトを代
表して豊田9団の島津君が受章までの苦労や今後の抱負な
どを述べ、菊スカウトを代表して豊田5団の佐野君が、自分だ
けでなく後輩たちの成長にも貢献できるようがんばりたいとの
決意などを述べました。
市長からは、受章に当たって支えてくれた方々への感謝を忘
れず、これからもがんばってほしいとの激励の言葉を頂きました。
また、みよし市の菊スカウト3名は7月30日に、小野田賢治
みよし市長に受章報告を行い、受章の喜びや今後の抱負を
述べました。

組織・拡充委員長　河西 正樹

組織・拡充委員長　水藤 隆詳

組織・拡充委員長　後藤 龍夫

【豊田地区】

【穂の国地区】

【三河葵地区】
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〈三河〉
ニュース & トピックス

〈知多〉



今年、当団の朗報といえば２名の隼スカウトが誕生したこと
です。発団以来の快挙として、団あげて喜んでいます。市川義
(ただし)くん、玉井鈴野さんのベンチャースカウト両名です。
二人は、ボーイ隊で野営活動の経験を人一倍積み、ベン
チャー隊になってからは、それぞれの進取の精神で、多くの技
能章を獲得、地道な奉仕活動にも積極的で、心技ともに誇れ
るスカウトに成長し、隼章を獲得することができました。
ここに至るまでは、これまでのリーダーの指導・助言のほか、
家庭の理解が大きかったかことも隼章獲得の事由です。また、
玉井さんは、今夏、山中野営場で行われた富士合同野営に
も、女性では愛知県で唯一参加しています。
後輩のスカウト諸君、ぜひこの二人を見習って隼章の登竜
門に挑んでください。

８月２５日、菊スカウト受章者３名と共に北名古屋市の長瀬
保市長を表敬訪問しました。
北名古屋市長から激励を受け３名のスカウトは感激し、気持
ちを新たにベンチャースカウト富士スカウト章を目指す決意を
表明いたしました。又３名のスカウトは２３ＷＳＪ派遣に内定し
たことも報告し、激励を受けました。この気持ちを忘れずに自己
研鑽に励んでくれることを期待しています。

菊スカウト市長表敬訪問
尾張東地区　北名古屋第１団　団委員長　平野 嘉彦

雨のキャンプ　
尾張西地区　一宮第５団　カブ隊　くまスカウト　中村 天

カブスカウトでひだ高山キャンプ場に行きました。３日間とも
雨だったので、けっこうさむかったです。でも、ものすごく楽し
かったです。
何が楽しかったかと言うと、きもだめしがいちばん楽しかった
です。バンガローに来るしどう者さんたちをおどかしました。組の
たいこうでやりました。
いちばんつらかったことは夕ごはんをつくる時に、すごくさむ
かったことです。ものすごくさむかったけど、火を使っていたので
あたたかくなりました。
すごく楽しい雨の夏キャンプでした。

７月１９日、自然豊か
な木曽川長良川（背
割堤）において、団主
催によるスカウト体験
入隊会を行いました。
メインは流しそうめ
ん（レーンは30m強！）
とカヌーイング。カヌー
イングでは過去の先

輩VS達が作り上げたカヌーに乗って、川面の涼しい風を感じ
ながらカヌーを操っていました。上進したら“ぼくたちわたしたち
は、こんなすごいものが作れるんだ！　やってみたい！！”と感じて
もらえたかな？
空いた時間には生えていたツルを使って大縄跳びをするな

どスカウトたちの創意工夫も見られ、これからの成長が楽しみ
な今日この頃です。

ニュース & トピックス

ローバーを先頭に指導者含め合計１２名にて「ソウル第５０５団ソウルプリ団」が主
催する国際親善キャンプ（テーマ：「私達は友達・We are friend！」日程：８月３日～９日
　総勢２７７名）に参加しました。今回が海外派遣初体験のスカウトはドキドキ、ワクワ
クで、どんな一週間になるんだろう？と心配でした。
でも２日目に伝統文化体験での「お点前」披露。３日目「インターナショナルディナー
パーティー」での名古屋名物「小倉トースト」提供は大好評を得ました。４日目からは言
葉の壁を超えたコミュニケーションをとろうとする姿がとても印象的。キャンプ最後の夜
の送別パーティーでは「帰りたくない。また来たい」と涙を流すスカウトが大勢いました。
国際交流は体験しなければその楽しさ、素晴らしさは絶対に分からないと思います。
今回の経験をきっかけに国際交流に興味を持ち将来の仕事、ボランティア活動など
何かの役に立つことができればと良いと思いました。

千種地区友団合同キャンプ

名古屋西部地区　名古屋第１２１団　ビーバー隊補助者　土屋 知里

ニュース & トピックス

7月19～21日に「つぐ高原グリーンパーク」にて、千種地区
の第39団・87団・127団・128団130余名が合同でキャンプ
大会を実施しました。到着時、大雨でバスから降りられないと
いったアクシデントもありましたが、天候にも恵まれました。
マス掴み、工作、ポイントラリーなど各種イベントに、そして最
終日の大営火にと、ス
カウトたちは大盛り上
がりで楽しんでいまし
た。全長10mほどの、
「流しソウメン」ではな
く「流し稲庭うどん」に
も舌鼓を打ちました。

夏休み最終日の8月31日(日)、名
古屋第8団のカブ隊とビーバー隊
のスカウト達が瑞穂公園に集まり、
9月に上進するスカウトを祝って、流
しそうめんでお別れパーティーです。
流しそうめんの準備ができるまで
は、アイスクリームサッカーやぶん
ぶんごま作りを楽しみ、カブスカウ
トがビーバースカウトにぶんぶんごまの作り方を教えました。ス
カウトの成長が感じられ、うれしい瞬間です。
そろそろお腹もすき、待ちきれないスカウトが、流しそうめん台の
周りをうろうろ。さあ、流しそうめんの始まり。
スカウトたちは、箸を握りしめ、流れてくるそうめんを待ちます。

「わぁ、きた！きた！」「あれ、逃げて行っちゃった！」｢もっとそうめん流し
て！｣「みかん、まだなの？」そうめんとと
もに、キュウリやトマトも流れてきます
が、一番人気は缶詰のみかんです。
笑顔いっぱい、お腹もいっぱい！　上
進するスカウトには、新しい隊での活
動が待っています。

流しそうめんでお別れパーティー！
名古屋巽地区　名古屋第8団　団委員　村瀬 英津子

２名の隼スカウト誕生!
尾張東地区　北名古屋第２団　団委員長　植手 厚

自然から学ぶこと
尾張南地区　津島第3団　団委員　間瀬 哲也

名古屋西部地区　名古屋第124団　ボーイ隊長　加藤 久喜

6月29日に瑞浪市松ヶ瀬の土岐川河畔へカブスカウト10
名と化石採集に出かけました。化石博物館で許可証をいただ
き、ルールに従って採集しました。
約1700万年前の浅い海の地層に住んでいた生物の化石
が採れます。大きなタガネと金槌で堆積層を割り、割れた岩の

裏に化石があるかどうかを期
待して、裏返す時はドキドキ
しました。見つけると「オ～！」
との歓声が上がりました。
数種類の巻貝、マテ貝、
丸貝や葉の化石が採れま
した。隣のおじさんがメジロ
サメの歯を掘り当ててい
て、羨ましかったです。

化石採集ハイク 「化石採れたぞ～」
名古屋北斗地区　名古屋第79団　カブ隊長　田島 正也

ボーイ隊７名は、５
月３～５日に行われた
名古屋西部地区スカ
ウトラリーに全員参加
で挑みました。昨年９
月までの２年間はスカ
ウト２名のボーイ隊で
したが、写真の通り班
活動ができるまでにな
りました。ラリーでは、
自らのサイトでテント設営、たちかまど作り、自炊、もちろん、火
起こしも難なくこなします。これも前年２名が日本ジャンボリー
に参加したたまものでしょうか。
３日間のラリーでは地区スカウトと一緒に大湫伝説にチャレ
ンジ。日々の訓練で修得したスキルの見せどころ。対抗ゲーム
なので一層熱がこもります。班長の支持が飛びます。「そうじゃ
ない！じゃあこれで！こうしてみよう！よしできた！」試行錯誤の中で
チームワークや工夫も芽生えてくるようです。地区スカウトの中
でもまれ、切磋琢磨が身についていきます。朝のスカウツオン
は、地区リーダーから「ちかいとおきて」の実践について。ラ
リーを経験に、また、ひとまわり成長したようです。

２０１４ インターナショナル フレンドシップサマーキャンプ ｉｎ Kｏｒｅａ

名古屋千種地区　名古屋第３９団　ボーイ隊長　小塚 達也

西部地区スカウトラリーに参加して

〈名古屋〉 〈尾張〉
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スカウトたちは、箸を握りしめ、流れてくるそうめんを待ちます。

「わぁ、きた！きた！」「あれ、逃げて行っちゃった！」｢もっとそうめん流し
て！｣「みかん、まだなの？」そうめんとと
もに、キュウリやトマトも流れてきます
が、一番人気は缶詰のみかんです。
笑顔いっぱい、お腹もいっぱい！　上
進するスカウトには、新しい隊での活
動が待っています。

流しそうめんでお別れパーティー！
名古屋巽地区　名古屋第8団　団委員　村瀬 英津子

２名の隼スカウト誕生!
尾張東地区　北名古屋第２団　団委員長　植手 厚

自然から学ぶこと
尾張南地区　津島第3団　団委員　間瀬 哲也

名古屋西部地区　名古屋第124団　ボーイ隊長　加藤 久喜

6月29日に瑞浪市松ヶ瀬の土岐川河畔へカブスカウト10
名と化石採集に出かけました。化石博物館で許可証をいただ
き、ルールに従って採集しました。
約1700万年前の浅い海の地層に住んでいた生物の化石
が採れます。大きなタガネと金槌で堆積層を割り、割れた岩の

裏に化石があるかどうかを期
待して、裏返す時はドキドキ
しました。見つけると「オ～！」
との歓声が上がりました。
数種類の巻貝、マテ貝、
丸貝や葉の化石が採れま
した。隣のおじさんがメジロ
サメの歯を掘り当ててい
て、羨ましかったです。

化石採集ハイク 「化石採れたぞ～」
名古屋北斗地区　名古屋第79団　カブ隊長　田島 正也

ボーイ隊７名は、５
月３～５日に行われた
名古屋西部地区スカ
ウトラリーに全員参加
で挑みました。昨年９
月までの２年間はスカ
ウト２名のボーイ隊で
したが、写真の通り班
活動ができるまでにな
りました。ラリーでは、
自らのサイトでテント設営、たちかまど作り、自炊、もちろん、火
起こしも難なくこなします。これも前年２名が日本ジャンボリー
に参加したたまものでしょうか。
３日間のラリーでは地区スカウトと一緒に大湫伝説にチャレ
ンジ。日々の訓練で修得したスキルの見せどころ。対抗ゲーム
なので一層熱がこもります。班長の支持が飛びます。「そうじゃ
ない！じゃあこれで！こうしてみよう！よしできた！」試行錯誤の中で
チームワークや工夫も芽生えてくるようです。地区スカウトの中
でもまれ、切磋琢磨が身についていきます。朝のスカウツオン
は、地区リーダーから「ちかいとおきて」の実践について。ラ
リーを経験に、また、ひとまわり成長したようです。

２０１４ インターナショナル フレンドシップサマーキャンプ ｉｎ Kｏｒｅａ

名古屋千種地区　名古屋第３９団　ボーイ隊長　小塚 達也

西部地区スカウトラリーに参加して

〈名古屋〉 〈尾張〉
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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

熱田神宮

新東工業株式会社

福玉精穀倉庫株式会社

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、大西朗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.3

　私は小学生の時に数年間ボーイスカ
ウトの活動に参加しました。40年以上
前のことですが、野外でのキャンプ時の
飯ごう炊さんのおこげご飯の味や、手旗
信号などの訓練、ハイキング 等、なつか
しく思い出すことがたくさんあります。テ
ントを一人で張ることができた時の嬉し
さは、今でもよく覚えています。モールス

信号はできたかどうか記憶がさだかでないのですが、おそらく途中
までしかできない落第生だったのではないかと思います。
また、富士山麓で開催された世界ジャンボリーで、はじめて身近
に接した海外の仲間の少年におそるおそる英語（らしき言葉）で

話をして、それぞれのペンダントなどの持ち物を物々交換したのも
よい思い出であり、自分のグローバル化への第一歩を踏み出すこ
とができました。（笑）
現在、地球環境をいかに守っていくかが大きな課題として注目

されています。産業全体や国同士が協力して対策していくことも 
もちろん必要ですが、私たち一人ひとりが自然を大切にし、その恵
みに感謝する気持ちを根底にもつことが大切だと思います。その
点でも、自然に触れ合う機会が多いボーイスカウトの活動は、とて
も貴重です。
ボーイスカウト活動を通して、皆さんがいろんな経験をし、いろん

なことを考え、成長されることを祈念しております。

８月３０・３１日に愛知連盟主催の「ローバーの集い」が
新城吉川野営場にて行われ、県内各地区のローバース
カウト（以下RS）約30人が参加し、交流を深めました。
ＲＳ年代（18歳以上から25歳）は、進学の為に地元
を離れてしまった方や社会人として働き始めた方など
スカウト活動の時間をなかなか取れない人も多くいま
す。そんな中、各地区のコミッショナーや隊長の皆様の
協力のお蔭で多くの方に参加していただくことが出来

ました。一泊二日という短い時間でしたが、ＲＳのニーズに合ったものや特技を生かしたプログ
ラムを実施することができました。新たな出会いや今後のスカウト活動のヒントが得られたの
ではないかと思います。

ローバーの集い　開催！！ローバーの集い　開催！！

各位のご支援により、ボーイスカウト新城吉川野営場・宿
泊管理棟の風呂、トイレを修繕することができました。来年
度は、宿泊管理棟の外壁修繕工事を予定いたします。

～平成２６年度フィルモント派遣

株式会社豊田自動織機　取締役社長　大西 朗 様

名古屋市中区三の丸三丁目２番１号　〒460-0001
愛知県東大手庁舎（６階）
【TEL】 （052）972-6281　（※変更なし）
【FAX】 （052）972-6283　（※変更なし）

新城・吉川野営場 大規模修繕新城・吉川野営場 大規模修繕

お　慶　び　お　慶　び　

事務局移転のお知らせ事務局移転のお知らせ

ローバーの集い　実行委員長（知多東地区　半田第１団　ローバー隊）　小栗 悠貴

日本ボーイスカウト
「愛知連盟」および「一
般財団法人ボーイスカ
ウト愛知連盟維持財団」
事務局は、９月１日に愛
知県東大手庁舎に移転
いたしました。新住所な
どは以下の通りです。

大
津
通

出来町通地下鉄
市役所
②出口

名鉄瀬戸線
東大手駅

市役所 市役所東

名
古
屋
市
役
所

東
庁
舎

愛知県東大手庁舎 6 階

日本ボーイスカウト
愛知連盟事務局

大自然を満喫！！大自然を満喫！！

愛知連盟として２８回目のこの派遣事業、今年は１０名のベンチャースカウトが、アメリカ・ニューメキシコ
州シマロンにある「フィルモント・スカウトランチ」での１１泊１２日のトレイルキャンプ（150km）に挑みました。
天候不順もありましたが、標高3800ｍのMt.バルディへの登頂も果たし、無事に全日程を終了。また、

ホームステイでアメリカの家庭生活を満喫しました。このダイナミックなプロジェクトに、皆さんも次回ぜひ
挑戦してみませんか。

平成２６年９月１９日、三井　信之氏（愛知連盟常任理事・
名古屋北斗地区委員長）は、ボランティア活動功労者とし
て、大村愛知県知事より表彰されました。

あいち防災フェスタのご案内あいち防災フェスタのご案内

平成２６年１１月９日、愛・地球博記念公園（モリコロパー
ク）で、あいち防災フェスタ・防災＆ボランティアフォーラム
が開催されます。
ボーイスカウト愛知連盟は、愛知ローバース会議のＲＳの
協力により、展示・体験コーナーにおいて「災害時に役立つ
ロープ結び」を担当します。
みんなで楽しく防災について学ぶ機会を提供し、スカウト
活動の一端を広く県民に紹介をします。


