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平和の「折り鶴」を世界に届けよう！

●発行／日本ボーイスカウト愛知連盟　事務局 ： 〒４６０－０００１ 名古屋市中区三の丸三丁目２番１号　愛知県東大手庁舎６階
　 TEL ： 052-972-6281　FAX ： 052-972-6283　ホームページ ： http://www.scout.aichi.jp　E-mail ： office@scout-aichi.or.jp
●編集／スカウトあいち編集チーム　●印刷／名鉄局印刷（株）　印刷部数 １3,50０部

愛知スカウト人口 （平成27年6月15日現在）　１９０団　８５８隊　スカウト　６,７５９名　指導者など　５,２８４名　合計 １２,０４３名

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、小池利和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.5

私がボーイスカウトに入ったのは、小
学校５年生の時でした。私は生まれつき
運動が苦手で、走るのも遅く、おまけに
手先も不器用ときています。子供心に
も、「自分はボーイスカウトにはとてもつ
いていけない」と思い、正直なところあま
り乗り気ではありませんでした。しかし、そ

んな私を後目に、母親が「体の鍛錬と人付き合いのために」と言っ
て勝手に申し込んでしまったのでした。
入ってみると、夜間ハイキング、平湯キャンプ場での１週間にも及

ぶキャンプ、八ヶ岳の山登り、佐久島のキャンプ、ひるがの高原での
スキーなど、とにかく苦手な事ばかり。ハイキングや山登りではよく落
後し、キャンプでは配給をもらいに行くにも走るのが遅くて必ず最後に
なってしまいました。そのために先輩によく叱られて、いつも辞めたくて
仕方ありませんでした。加えて、募金活動などもあり、土日がほとんど
ボーイスカウトの活動で埋まり、えらい事になったと思っていました。

それでもだんだん仲間が増え、班長のお役目を頂くようになり、責
任感が芽生え、何とか中学校２年生までの約４年間、ボーイスカウト
を続けることができました。
その頃の友人とは今でも半世紀近い付き合いがありますし、先輩
たちにお目にかかることもあります。
ブラザー工業は現在、プリンターやミシンを中心に、売上の8割が
海外とグローバルにビジネスを展開しています。私自身、英語が全く
話せないのに入社3年目で米国出向を志願し、以後23年半、米国
で先頭を切ってビジネス拡大に邁進しました。
「苦手なことから逃げずに挑戦すること」「人の先頭に立ち責任
感を持って物事にあたること」「人とのつながりを大切にすること」。
このようなボーイスカウト活動での経験や学びが、私のビジネス人
生に活かされています。
これからも、私のように運動が苦手な方も含めて多くの方がボー
イスカウトを通じてさまざまな経験を積み、グローバルにあらゆる場面
でリーダーシップを発揮して活躍されることを祈念しています。

ブラザー工業株式会社 代表取締役社長  小池 利和 様

（※詳細はＰ．３に掲載）
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本年秋、以下のとおり第２回「あいちビーバー・カブラリー」が
開催されます。スカウト活動をＰＲする絶好の場ですので、是
非、スカウトのお友達を誘いご参加ください。
当日は、テーマに沿った遊びや工作などが体験できるほか、
全国都市緑化あいちフェアが開催中ですので、そちらの展示
等も見学もできます。

○日 時／平成２７年１０月２５日（日）
　　　　 ９時３０分から１５時３０分
○場 所／愛・地球博記念公園「モリコロパーク」
○テーマ／「みんなあつまれ！花と緑とスカウトのワ！」
○対 象／ビーバースカウト、カブスカウト及び同年代の児童

友達誘って、大集合！

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

第23回世界スカウトジャンボリー(23WSJ)情報!! Vol.4

ジャンボリーへの参加をとても楽しみにしています。参加隊の一員に加わ
るのは最後になるので、これからのボーイスカウト人生のための大切な経
験として、思い切り楽しもうと思います。また、１６ＮＪに続き今回もスカウト通
信員をすることになりました。またやりたいと思ったのは、前回、カメラを向け
た時のみんなの笑顔がクセになってしまったからです。沢山のみんなの笑
顔や素晴らしい経験を正しく伝えられるよう、精一杯努めたいと思います。

▼詳しくは、下記HPもご覧ください。
●23WSJ特設サイト     http://www.23wsj.jp/index_j.html
●山口県庁 23WSJ開催支援室
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a504001/index/

●会期／２０１５年７月２８日（火）～８月８日（土）（予定）　●会場／山口市阿知須・きらら浜他
●参加者／世界１６２の国と地域から約３万人　●参加対象者／世界各国の１４歳から１７歳のスカウトと引率指導者

各派遣団では、事前訓練等を実施し大会に備えています。０６１０隊の福田成美さん（稲沢第１０団）に２３ＷＳＪに向けた
抱負を聞きました。

̶今年の夏、日本で世界スカウトジャンボリーが開催されます。様々な情報をご紹介していきます。̶

今年で３６回目を迎
える愛知連盟主催の
「図画・写真コンテス
ト」の作品募集が始
まります。前回、Ｗｅｂ
投票により入賞作品
の中から人気１番を
選ぶ「Ｗｅｂ賞」を試
行いたしました。多く

の投票をいただきありがとうございました。今年は各年代・部門
毎に最優秀賞、優秀賞、入賞を選出し、入賞作品よりＷｅｂ投
票によりＷｅｂ賞を決定いたします。テーマは昨年に引き続き、

第３６回図画・写真コンテスト作品募集
「スカウト活動を表現したもの」です。６月２１日の団委員長研
修協議会で配布された応募要項を確認して応募して下さい。
作品の制作締切は平成２７年８月３１日です。各地区の組織・
拡充委員長に提出し
応募して下さい。優秀
作品は展示・表彰お
よび「スカウトあいち」
に掲載いたします。是
非、隊活動に取り入
れていただき、全ての
スカウトの参加をお待
ちしています。

昨年度 写真部門・カブ 最優秀賞 針生 真綾（碧南第１団）
「つれたよ！！」

昨年度 図画部門・ビーバー 最優秀賞 中根 健丸（豊田第３４団）
「草すべり」
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４月２９日(水・祝)、イオンモール名古屋茶屋（名古屋市港
区）において、「全国ＯＲＩＺＵＲＵキャラバン」を実施しました。 
この活動は、全国のイオンモールの協力を得て実施するも
ので、２３ＷＳＪで世界から集まる外国スカウトに平和へのメッ
セージとして手渡される「折り鶴」を、一般の方にも作っていた
だき、平和活動にご参加いただくものです。 
当日は、２３ＷＳＪ参加隊愛知第２隊（名古屋西部地区）の
スカウト、リーダーを中心にボーイスカウト体験コーナーを運営
するなどスカウト活動のＰＲも行い、５００羽を超える「折り鶴」を
折っていただくことができました。

全国ＯＲＩＺＵＲＵキャラバン

平成２７年度愛知連盟年次総会が、各団の団委員長と愛
知県連役員の出席のもと、６月２１日（日）に名古屋国際セン
ター別棟ホールで行われました。
まず昨年度の事業報告として 富士スカウト章・隼スカウト
章・菊スカウト章の顕彰状況や各運営委員会の活動状況の
総括が行われました。引き続き今年度事業計画や23WSJへ
向けた取り組みも含め目標達成のための具体的な行動計画
について審議が行われ採択されました。
午後には団委員長研修協議会として 「学校教育から見た
スカウト活動～期待すること」と題しスカウト経験者で名古屋
市教育委員会事務局学校教育部指導室主任指導主事の
藤井昌也先生の講話や、知多東地区榊原敏彰コミッショナー
によるベンチャースカウトの高度なアクティビティー紹介、春日
井第４団小林泰陸団委員長による尾張東地区の「団活塾」

平成２７年度年次総会・団委員長研修協議会開催

地区代表理事（１４名）
1
2
3
4
5
6
7

1
2

1

中村徳治
加藤　隆
水野義久
安田武司
近藤哲史
井上　勲
水谷恵至

梶谷光平
神谷昭範

新美　晃

（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）

（尾張西地区）

8
9
10
11
12
13
14

加藤正文
八木幸雄
沼澤光男
内藤吉文
長野光義
宮野澄夫
金子孝博

（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）

（穂の国地区）

（豊田地区）

学識経験者理事（２名）

名誉会議議員（１名）

など参考になる報告があり研鑚しあいました。その後に懇親会
を行い、来賓としてボーイスカウト振興国会議員連盟から大見
正衆議院議員、また、岐阜県連役員様等大勢の御臨席をい
ただき、来る２３WSJ、さらに次の２TC（東海４県合同野営大
会）に向けての決意を固め合いました。
なお、総会で承認された役員のうち、今年度に変更になった
役員は、次の通りです。（敬称略）

隼スカウト章受章3名 おめでとう！ （平成２７年４月１日～平成２７年６月１５日）

地区名 団　　名 氏　　名
名古屋千種地区 藤井　南帆名古屋第８７団

地区名 団　　名 氏　　名
尾張西地区 宮本　有加里稲沢第３団

地区名 団　　名 氏　　名
三河葵地区 澤井　達也西尾第５団

（平成２７年４月１日～平成２７年６月１５日）

地区名 団　　名 氏　　名
名古屋巽地区
名古屋北斗地区

尾張南地区

碧海地区

三河葵地区

橋本　憲明
石原　友恵
後藤美沙姫
棚橋　七海
斎田　真由
畔桝奈都美
岩間啓一郎
奈倉　千晴
吉田　杏美

名古屋第３１団
名古屋第７９団

弥富第１団

安城第３団
岡崎第８団
幸田第３団

地区名 団　　名 氏　　名

穂の国地区

加藤　恵奈
中尾　裕一
大芝　渓太
松本　佳己
小畑　泰河
水野　真希
藤田涼太郎
田邉　敦也
永井　克昌
櫻井康一朗
白井　章博
河本　龍人
内藤　雅貴
大園　卓幹

豊川第１団

豊川第４団

豊橋第８団

菊スカウト章受章23名 おめでとう！



快晴の5月１7日、
ビーバー祭りが開催さ
れました。テーマは「妖
怪まつり」。
ビーバースカウト、招
待者など合計102名
のスカウトと子どもたち
が、公園の林の中に
作られた「せいかつ」
「けんこう」「ひょうげ

ん」「しゃかい」「しぜん」の5箇所のラリーポイントを頭と体を
いっぱい使ってクリアしました。ポイントには隊長やベンチャー、
ローバースカウトたちが扮する妖怪たち。すぐに分かる妖怪も
いれば？？の妖怪も。
北区の志賀公園は
初めての開催場所で
したが、町の中の公
園ということで地域
の方々にもアピール
できたのではないかと
思います。

名古屋市下水道センター見学
名古屋千種地区　名古屋第８９団　ボーイ隊長　森田 高陽

♪妖怪が「ビーバーまつり」に遊びにきたよ♪
名古屋北斗地区　名古屋第79団　組織・拡充委員　松原 けいこ

名古屋巽地区　名古屋第８団　ボーイ隊長　田辺 美佐子
青春18きっぷの旅

4月18日（土）に、名古屋第89団のボーイ隊8人での見学。
昔から前を通るたびに気になっていた「名古屋市下水道セン
ター」を、スカウトたちと見学する機会に恵まれました。ここは、
地下鉄名城公園駅の向かい側にある、名古屋市の施設で排
水溝に流れ込んだ生活排水や雨水はどこに流れていき、どう
処理されて川に戻されるのかを目で見て学ぶことができます。
普段の生活では目にする事の無い施設は、ハイテク技術で
私たちの生活を支えてくれている事が、よく判りました。施設内
には、ゲーム感覚で学ぶバーチャルな仕掛けやクイズもあり、
スカウトたちにとっては充実した時間だったと思います。

名古屋西部地区　名古屋第109団　ボーイ隊副長　柴山 力

恒例のボーイ隊春のイベント「青春18きっぷの旅」を3月28
日～29日に行いました。一日目は班行動で京都平安神宮近く
の「そなえよつねに碑」・神戸市須磨浦公園の「ＷＯＬＦ ＣＵＢ
像」・明石市立天文科学館を訪れました。
京都と神戸では、ボーイスカウトに深く関連する課題の調査

を行い、明石では、子午線について調べました。二日目は「関西
のきれいな風景とおいしいも
の」をテーマとし、班ごとにユ
ニークな計画を立て、ご当地
グルメを堪能しました。ボーイ
スカウトの企画力のすごさに
毎年びっくり！来年はどこに
行くのか今から楽しみです。

3月22日、班集会の流
れとそれに必要なスキルを
身につけるtra in ingとし
て、月間プログラムから班
集会計画書と報告書の
作成をしました。班集会プ
ログラムはミニハイク。必
要なスキル・読図（今回は200％地図使用）高さ計測など身
につけハイキングへ。集会に大切なソングとアクションなどを入
れました。進行役は地区内のローバー、素晴らしい!! 培ったも
のの力強さを感じました。
今回のtrainingで一人一人がGB（グリーンバー）としての
意欲を強くした様に感じました。

地区GB・Training　東郷町「愛知池運動公園」

4

ニュース & トピックス

〈名古屋〉
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尾張南地区は、
23WSJに向けて
J a c k先生の英語
研修を行っておりま
す。研修は、月に1～

2回、全７回の開催予定で、皆さん一生懸命に先生の言葉を
聞き取ろうと必死にがんばっています。
実際にリスニングがとても難しく、唐突の話しには思わず日
本語が出てしまい、苦笑いをしながらも真剣に取り組んでいま
す。スカウトからは「英語に親しみが持てた」「楽しく勉強でき
た」「頭を使い大変」など多くの声が聞かれ、とても充実した研
修になっていると思います。
23WSJまであと少し。それまでに「そなえよつねに」の精神

で当日を迎えるようにがんばろう！！！

23WSJ尾張南地区 英語研修
尾張南地区　愛西第1団　ボーイ隊長　堀田 佳佑

（２３ＷＳＪ　０６０７隊　副長）

蟹江第1団は、大谷ス
カウト（浄土真宗大谷
派）です。毎月一回お寺
で礼拝をしています。
そのお寺で４月１２日に
尾張南地区他２個団の
スカウトと地元の子ども
達が参加し、お釈迦様の誕生を祝う「花まつり」を行いました。
子ども達は、お釈迦様の母親が懐妊した際に見たとされる白
い像の模型を引っ張りながら、町内を４０分ぐらい歩きました。
境内にもどった後、全員でゲームして楽しみました。最後に、参
加賞として「お菓子つめ放題」のご褒美があり、大人も子ども
も大喜びで、思い出に残る行事となりました。

3月30日に富士スカウト松原彩香が瀬戸市長を表敬訪問
し、市のホームページに掲載されたので以下にその一部と写
真を転載します。
『市長からは「最高位の受章おめでとうございます。今後も
頑張って後輩の手本となってください。他のスカウトがこの章
に続いてくれるといいですね。」と激励の言葉がありました。』

子ども御遠忌法要
尾張南地区　蟹江第1団　ビーバー隊副長　浅野 みち子

４月１９日、小雨の降
る中、忍術学園からの
挑戦状がスカウトたちの
もとに届いた。「忍」の
字のハチマキをしめ、い
ざ修行開始！
鈴付きロープくぐり

「クモの巣をくぐるでござる」やリーダー忍者に付いた紙風船を
叩き落とす「忍術学園の先生とのチャンバラ対決！！」等の忍
術修行の感想は？
「段ボールの中に入って進むのが楽しかった。自分もコロコ
ロ転がりそうだった。」「ロープの鈴の音がかわいかった。」「忍
者になれて面白かった。」「自分で作った風船の剣で、忍術学
園の先生に戦いに行くのが楽しかった。不意打ち作戦や仲間
と挟み撃ちが成功して嬉しかった。」「春キャンプで作った段
ボール手裏剣がよく飛ぶので面白かった。」「雨の中での忍者
体験、親子とも楽しくす
ごせました。」
無事に修行を終えた

スカウト忍者たち。しか
し、これからもスカウトた
ちの新たな体験への挑
戦という修行は続くの
でござる！

にんにん忍者でござる
　　～忍術学園からの挑戦状！！

尾張西地区　一宮第５団　カブ隊＆ビーバー隊

富士スカウト瀬戸市長表敬訪問
尾張東地区　瀬戸第1団　団委員　竹内 久

ニュース & トピックス

〈尾張〉
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4月29日、東三河ふるさと公園で、団イベント「ダンボールde
ジュラシックパーク」を行いました。このイベントは地域の子供達
にスカウト活動を知ってもらうためのイベントで今年で3年目にな
ります。今年も天候に恵まれ約70名の一般参加者が集まって
くれました。スカウトも一般参加の子供たちも一緒になり、たくさ
んのダンボール恐竜を広場いっぱいに作り上げました。このイ
ベントを通して、ビーバーは創造をカタチにする力を、カブは協力
して一つの作品を作り上げる力を、ボーイは子供たちの安全を
気遣いながらおもてなしする力を、ベンチャーは準備から片づけ
までを指揮しまとめる力を身につけることが出来たと思います。

ぼくらのジャガイモ 今年も順調！
三河葵地区　西尾第６団　組織・拡充委員　朝岡 里美

ダンボール恐竜を作ろう！
穂の国地区　豊川第4団　団委員　田中 雅彦

私たち西尾第６団では、ビーバー隊が毎年恒例行事として
ジャガイモ栽培を行っています。今年も３月上旬に種芋を植え付
け。その後、隊集会の度に畑を訪れ、草取りや「芽かき」作業も
スカウト達が。畑は、スカウト保護者の農家さんに貸していただ
いており、プロならではの土づくりのおかげで、生育も順調！この
号が発行されるころには無事に収穫できているはず。そのジャガ
イモで、今年はボーイ隊がカレーを調理予定で楽しみです！

5月10日、みよし市の三好公園にて豊田地区ビーバー・カブ
ラリーが開催され、スカウト・指導者350名に加え、スカウトの
お友達も30名参加しました。青空のもと、「ようかい～
YOUKAI～」のテーマで、妖怪の住む5つの里を旅して回り、
アクションソングや的当て、肝試しなどさまざまなゲームに挑戦
しました。リーダー達が
工夫をこらして扮装した
奇妙な妖怪の姿や仕
草に、スカウトはみんな
大喜び、初めて活動を
体験したお友達もすっ
かり打ち解けて楽しんで
いました。

ニュース & トピックス

〈三河〉

五月晴れのもと地域の方と 
三河葵地区　組織・拡充委員長　後藤 龍夫

豊田地区ビーバー・カブラリー開催
豊田地区　組織・拡充委員長　河西 正樹

5月3日、第42回岡崎こども
まつりが開催され、乙川河川敷
はちびっこに占領されました！私
たちも実行委員として企画運
営に参加し、今年はパワーアッ
プしツイストパン1000食、バラ
ンスウォーカーも新設し多くの
笑顔をいただきました。 

翌々日の5月5日、愛知こど
もの国「体験の風を起こそう」
のイベント協力をさせていただ

きました。親子で園内に自生する竹を切り出
し、その竹を使い食器や炊具を作り、竹の子
ごはんの炊飯、また災害時のシェルター作りと
ボーイスカウト技能満載の体験をして皆さん
満足していただきました。
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入隊おめでとう～海の生き物に迎えられて～
知多北部地区　知多第1団　ビーバー隊長　高橋 道尚

4月12日、入隊上進
式＆「お祝の麺作り大
会」を行いました！実は
当団、数年前までは、
スカウトが数名で廃団
直前の状態でした。し
かし残った全員の協力
でその崖っぷちから這
い上がり、現在ではビーバー隊～ベンチャー隊スカウト 計20
名で活動出来るようになりました。
未だミニ団ではありますが、今後も「活気あふれ、継続的に発

展し続ける団」にして
行きます。今年で５０
周年。節目の年の入
隊上進式に、「コシの
ある手打ちラーメン」
と「感動」を噛みしめ
る充実したひと時を
過ごしました。

入隊・上進 お“麺”でとうパーティ！
知多北部地区　東海第１団　カブ隊長　名桐 悟

3月21日～22日に、地区高坂野営場
においてボーイスカウトラリーが開催さ
れ、スカウト指導者、地区役員、ベン
チャー・ローバーの奉仕隊、総勢70名が
参加しました。混成班でキャンプを行い、
スカウト達にとって有意義な活動であっ
たと感じました。（林　徳政）

ニュース & トピックス

〈知多〉
知多西南地区ボーイスカウトラリー 知多西南地区　常滑第6団ボーイ隊長　林　 徳政

知多西南地区　常滑第6団ボーイ隊班長　片山 颯和

私は、ラリーに参加させて頂き、他団
のスカウトと交流し仲良く活動ができて、
とても楽しい2日間でした。リーダーの方
に教わった技術等を忘れずに、今後の
隊活動にいかしていきたいです。ここで
出会った他団の仲間とまたいつかキャン
プが出来ることを、楽しみにしています。
（片山　颯和）

半田第２団ボーイ隊では、5月9日に伝統工芸・伝統産業
の見学を目的に伝統の道具“ます”づくりにチャレンジしまし

た。全国枡生産の
シェア８０％を誇る名
産地、岐阜県大垣市
の「有限会社大橋量
器　枡工房枡屋」を
訪れ「枡」の1300年
に及ぶ歴史や生産工
程を学ぶと共に“ま
す”づくりを体験いた

しました。枡の歴史説
明や計量器としての
役割などを学んだ後、
組み立て、研磨、焼き
印入れの作業を約１
時間かけて体験しまし
た。スカウトからは「楽
しかった」、「キャンプ
で米の計量やカップ
として早く使いたい」、「ジャンボリーの文化交流で外国のス
カウトにプレゼントしたい」と好評でした。

日本ならではの伝統の道具“ます”づくりに挑戦！ 知多東地区　半田第２団　ボーイ隊長　安藤 嘉崇

5月17日に知多市
新舞子にあるマリン
パークでビーバー隊
集会を行いました。当
日3名のビーバー隊
入隊者を迎えて、活
動前に入隊式を行
い、元気に「ビーバー
スカウトのやくそく」を
しました。

隊集会では、海の生き物を探し、カニやヤドカリ、小さな魚を
捕まえ観察しました。また、観察したものを、絵に描いてみまし
た。大きなカニに目を輝かせ、自慢げに見せていました。みんな
でおいしくおにぎりを食べ、帰りには、捕まえた生き物を自然に
返しました。



地域への情報発信のツールとしてより有効活用するため、みなさんのご意見をぜひお寄せください！
詳しくは、愛知連盟HP（ht tp : //www.scou t . a i ch i . j p /）をごらんください。

第９回日韓緑化プロジェクト派遣　実施第９回日韓緑化プロジェクト派遣　実施

8 古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。

私たちは、ボーイスカウト運動を応援しています！

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

株式会社渡辺機械製作所

明治電機工業株式会社

武蔵精密工業株式会社
（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

株式会社みずほ銀行

福玉精穀倉庫株式会社

徳倉建設株式会社 小林クリエイト株式会社

株式会社チタ製作所

岡谷鋼機株式会社 熱 田 神 宮

株式会社イズミック

祖父江 善光寺

４月３日～５日、今年で９回目となる愛知連盟・ソウル北部連
盟ローバース緑化プロジェクト派遣が、スカウト６名、指導者４
名の計１０名により実施されました。
冬のソナタのロケ地としても知られる中央高等学校に、ムク
ゲ・ツツジの植樹を行ったほか、日韓ローバースによる会議、北
村や昌徳宮の見学等、韓国スカウトと親交を深めながら、楽し
いプログラムが展開されました。
来年度は記念すべき１０回目の派遣となるため、日本からも
多くのスカウトを派遣し、日韓スカウトのさらなる交流につなげ
られたら、と思います。
みなさんの参加をお待ちしております！

（第９回日韓緑化プロジェクト派遣
クルーリーダー　梶谷光平）

愛知ローバース会議（ＡＲＣ）議長交代 愛知ローバース会議（ＡＲＣ）議長交代 

2013年5月から数えて2年が経ち議長交代の時期がやっ
て参りました。 
この2年間で私が出来たことを今思い返すと、自身では駆け
抜けてきた記憶しかありません。今後梶谷議長にバトンタッチ
してARCの色がどのように変わっていくのかを、皆様の目で確
かめて頂ければと思います。 
また、私は今年の5月から全国ローバース会議副議長に就
任することになりました。 
今まで愛知で経験したことを全国のローバースカウトに伝
え、他県から頂いた刺激を愛知に還元していきたいと思いま
す。私の活躍も期待して頂ければと思いますので、ローバース
カウトに関わるみなさま！今後とも宜しくお願い致します！！ 

 愛知ローバース会議　前議長　荒川航一 

スカウトあいちに関するアンケートをWeb上で実施中です。

愛知ローバース会議 新議長

梶谷光平
全国ローバース会議 副議長

荒川航一


