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2016.10.20No. 226 発行部数 14,650 部

猛暑の市街地から離れ、朝夕はダウンが恋しい標高1400Ｍ・日和田高原での野営大会。開会式での、岡谷篤一愛知連盟長による
「スカウト運動は人類の友好を築くもの。一生の思い出にしてほしい」との挨拶通り、スカウト達は思い出に残る貴重な体験をしました。

愛知連盟は創立から６７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、鈴木登さまをご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.9

小学校3年生の時に名古屋第1団へ
入隊しました。自宅から徒歩で八事まで出
て、そこから市電に乗り1時間程かけて、名
城小まで日曜日毎に通っていました。当時
の市電料金は往復25円でした。片道切
符を13円で購入したために、帰路お金が
足りなくて、車掌さんに助けてもらった切な

い思い出があります。カブスカウト時代からハイキングやキャンプ生
活などを体験しましたが、当時は華奢な体で、今で言う熱中症にな
り、指導者の方々に迷惑をお掛けした記憶が残っています。
小学校6年生の時から名古屋第15団に移り、関東方面に転居

する2年間は、千種小を拠点にボーイスカウトとして活動をしました。
どこのキャンプ場か定かではありませんんが、夜間に肝試しの行軍
訓練があり、真っ暗闇の畑で肥だめに足を踏み入れた、臭い経験も
記憶に残っています。
スカウト時代の出来事は多 あ々りますが、何よりも沢山の経験と
友達に知り合えた事に感謝しています。今でも懇意にさせていただ

いている人、残念ながら永眠された方等、大変お世話になりました。
又、今でも口ずさむ事が出来るスカウトソングには、「三つの誓い、名
誉かけて、ボーイスカウト、おきて守り、人のために、備えよ常に」、「向
こうのお山に黒雲かかれば、今日は来そうだ大夕立、備えよ常にだ、
干し物片付け…」等々、大変懐かしい気分になります。
転居して名古屋を離れて以降、スカウト活動も途絶えましたが、高
校、大学、社会人でサッカーの選手、
指導者として長い間活躍できたの
も、幼少期に鍛えられた体力、そして
スカウト活動を通じて、助け合う心、
チームプレイを優先する事を教えてい
ただいたと感じています。
スカウト時代から60年の歳月が経

ち、走馬燈のように楽しかった事を思
い出します。皆さんも楽しいスカウト活
動を送られ、思い出を沢山創ってい
ただく事を期待しています。

愛知時計電機株式会社　代表取締役 会長　鈴木 登 様
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愛知スカウト人口 （平成２８年９月２１日現在）　１８７団　８４１隊　スカウト　6,432名　指導者など　5,140名　合計 11,572名

９歳の頃の鈴木さん

大営火・閉会式を前に、笑顔がはじけた各ブロックのスカウト達
第２回東海４県連盟合同野営大会開催
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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

第２回東海４県連盟合同野営大会
日和田から発信！「スカウトの絆」

第１２回日本アグーナリーに行ってきました！

第２回東海４県連盟合同野営大会（２ＴＣ）は、２０１６年８月
５日(金)～１０日(水)まで、岐阜県高山市日和田高原にて、東
海４県だけでなく、富山県・沖縄県・海外を含め、およそ3,000
名が参加しました。以下は、スカウト通信員で撮影・投稿に頑
張ってくれたスカウトのコメントと各通信員の写真です。

スカウト通信員　名古屋408隊　菱沼 咲希さん
（名古屋北斗地区 名古屋第82団 ボーイ隊）
「通信委員同士の交流は、非常に楽しく、また、他隊の出来事
では驚くことが沢山あり、すごく新鮮でした。」

８月１２日から１６日まで、静岡県立富士山麓山の村で行わ
れた第１２回日本アグーナリー（国際障がいスカウトキャンプ大
会）に参加隊としてスカウト６名、指導者９名で行ってきました。

スカウトたちは、大会テーマの「Ｗｅ ｃａｎ！ 富士からともにはば
たこう」のもと障がいのある・なし関係なく場内外のプログラムを
楽しむことでより相互理解する事ができ有意義な大会でした。

開会式 代表スカウトがそろって壇上に！ 沖縄特編隊スカウトの琉球舞踊 本土初披露 スカウト通信員の菱沼咲希さん

隊交流で交換会、なかよく笑顔で！ 伝統的な知多木綿の機織を体験 スカウトの平和の祈りを広島へ

名古屋北斗地区 名古屋第９５団 ボーイ隊長　小出 直基

チーフリングできたぞー！ 富士の夕べで、はじけるスカウト達！ ありがとう！　いやーさか！！
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僕が富士特別野営に参加して感じた事は、「辛さの先にある楽しさ」
でした。この大会は高度な野営なだけあって、とても過酷なものでした。
ですが、今まで身につけてきた技能や一緒に過ごした班員のおかげで
それを乗り越え、活動をとても充実したものに出来ました。今後はより
多くの技能を身につけ、さらにさまざまなことに挑戦していきたいです。

隼スカウト章受章8名 おめでとう！！
地区名 団　　名 氏　　名
名古屋巽

知多東

上田　育未
知﨑　由真
祖式　瑛斗

地区名 団　　名 氏　　名
氏家　　嶺
神馬　知弘
宇野　翔美

半田第3団

西尾第5団

地区名 団　　名 氏　　名

豊　　田
木戸陽菜乃
高木　里奈

みよし第1団

地区名 団　　名 氏　　名

名古屋巽

名古屋西部

名古屋千種

名古屋北斗

尾張南

尾張東

尾張西

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名

地区名 団　　名 氏　　名
尾張東地区 江南第1団 納堂　聖也

森山　雄介
小西　崚太
劉　　欣然
小林　美空
土屋　誠悟
角田　　光
吉川　果穂
横山　元樹
河野　啓太
原　　　健
山下　大賀
渡邉　紘宇
吉川　もえ
加藤　大輔
近藤　穂高
村井　志遠
柏本彩百合
和氣　銀汰
二宮　梨緒
笹岡　昌弘
藤本　大洋

知多東

三河葵

名古屋第47団

阿久比第1団

名古屋第116団
名古屋第51団
名古屋第102団
名古屋第8団

名古屋第121団

名古屋第91団

名古屋第87団
名古屋第42団
あま第1団
蟹江第1団
あま第1団
弥富第1団
瀬戸第1団

春日井第4団

日進第2団
一宮第10団

尾張西

碧海

三河葵

穂の国

一宮第10団

安城第3団

知立第1団

岡崎第13団

岡崎第5団

蒲郡第1団

西尾第10団

西尾第5団

西尾第6団

豊川第4団

村瀬　寛明
パントゥラ晃政
稲垣　　星
鈴木　悠太
村岡　怜将
三好　香菜
神谷　洋希
佐藤　絢美
竹内　慧旗
渡邉　悠人
太田恭士朗
黒坂　海遙
杉山　仁彦
黒野　朝日
牧野　壮真
竹本　　全
髙山　　巧
宮城谷駿介
鬼頭　孝明
大野晃太朗
金江　賞保

穂の国

豊田

豊川第4団

豊川第1団

豊橋第8団

豊川第5団

豊田第9団

豊田第16団

豊田第34団

豊田第39団

岡田　瑠生
竹尾　俊将
山本　采奈
鈴木鴻之介
松坂　颯馬
佐藤　拓海
小林　稔幸
鷹羽　　聡
實田　圭佑
大澤　鐘平
岡田　蕉真
菊池　星吾
岡田　京人
西山　朋希
渡辺　　龍
村上　零樹
江﨑那々華
黒木　亮輔
佐古　蒼弥

菊スカウト章受章61名 おめでとう！！

富士スカウト章受章1名 おめでとう！！（平成２８年５月２５日～平成２８年８月３１日）

（平成２８年５月２５日～平成２８年８月３１日）

（平成２８年６月１日～平成２８年８月３１日）

アメリカ・ニューメキシコ州にボーイスカウトアメリカ連盟の
フィルモント・スカウトランチというハイアドベンチャーコースが
あります。そこでは大自然の中でトレッキングをしながら、様々な
プログラムを楽しむことができます。今回の日本派遣団は７月２
０日から８月７日にかけての日程で参加者は８名。フィルモントで
は、１２日間・１６０ｋｍのコースに挑戦しました。
このコースは僕のスカウト人生で最も過酷なものでしたが、そ
れ以上にフィルモントで多くのものを得ました。知識・技能や経
験だけでなく、出会いや豊かな自然が生み出す絶景など。そし
て一番大きかったのは、「自信」です。それは辛いことが多いほ
ど、大きく強いものになりました。この自信がこれからの人生の
いかなる場面でも必ず力になってくれると思います。

平成２８年度フィルモント派遣
クルーリーダー　尾張西地区　一宮第１０団　髙橋 瞳太

尾張東地区　小牧第１団ベンチャー隊　田﨑 健太
富士特別野営に参加して

富士特別野営2016 開催！
平成２８年８月１６日～８月２２日で富士特別野営が行われました。



三河葵地区　岡崎第1団　ローバー隊長　柴田 守男
富士スカウト・菊スカウト名誉協議会長表敬訪問

豊田地区　組織・拡充委員長　鈴木 利幸

８月１８日に豊田地
区「富士スカウト・菊
スカウト 名誉協議会
長表敬訪問」が開催
されました。
名誉協議会長であ
る太田稔彦市長様に
対して、富士スカウト２
名・菊スカウト１３名・地区役員、指導者、保護者２９名の総
勢４４名が表敬訪問をしました。表敬訪問においては、各スカ
ウトの自己紹介・代表スカウトの決意表明や富士スカウトプ
ロジェクト報告が行われ、太田市長様からは、「スカウトはそれ
ぞれの個性・関心等で決断して、行動して、また、次の決断
につなげていくことを日常的に学んでいる」という激励のお言
葉をいただきました。

晴天に恵まれた７月３１日、
塩づくりにはもってこいの一
日。西尾市吉良町の「饗庭塩
の里」にて塩田体験をしまし
た。今は姿を消してしまった入
浜式塩田を再現し、昔ながら
の地道な作業。スカウトたちは皆、裸足になって頑張り、立派
な塩を作り上げました。まさに汗と涙？の結晶。「すごく勉強に

なりました。砂をまくのが大変
でした。採れた塩はおいしかっ
たです。また行きたいです。」と
組長が感想を聞かせてくれま
した。 今度の集会は手作り
塩でカブ弁当作って集合！

塩づくり体験

碧海地区　組織・拡充委員長　神谷 能宏
ビーバー・カブラリー～新城で開催

穂の国地区　組織・拡充委員長　水藤　隆詳

梅雨入り前の天候に恵ま
れた５月２９日、新城市で地
区ビーバー・カブラリーを開
催しました。桜の名所「桜淵
公園」のすぐ近くにある「重
川池自然園地」にて、新城
市長御臨席のセレモニー
後、地区内各団が趣向を凝らした１１のポイントを回りました。
今回のテーマは「忍者」。参加者は忍術？を使ってポイントを
クリアしていきます。地区内スカウトはもとより地域の子ども
たち、保護者を含め総勢３５０名の参加となりました。また、９
月にはここ新城で新たに団が発足する良いＰＲの機会となり
ました。この記事が皆さんの目に留まるころには、新城の地で
スカウトの大きな声が響いていると思います。

８月２０日刈谷市わん
さか祭りにモンキーブ
リッジを作りました。前日
から準備にかかり、巻き
結び、筋交い縛り、もや
い結びに奮闘し滑車の
力学にうん蓄を言うスカ
ウトもいました。子供たち
には命綱をつけてもらい順番を待ち、自分より３倍以上も高い

ロープを渡っていくのに不
安そうな顔つきでしたが、渡
り終えて地面に足がついた
途端、満面の笑顔になって
いました。ベンチャーパワー
はすごい！

ベンチャースカウトパワー結集！
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ニュース & トピックス

〈三河〉



　７月23～24日、知多東地区合同で2TCの訓練キャンプ
を半田市亀崎町の潮風公園で行いました。私たち愛知602
隊は3つの団が一緒に
なって派遣隊を結成
し、班も3つの団のス
カウトをシャッフルして
構成しました。普段と
は異なるメンバーで6
日間の長期キャンプに
向けて心配な部分もあ
りましたが、いざ始まってみるととても元気で明るい隊でした。
訓練キャンプの段階でみんな仲良くなり、スカウトたちはすで
に立派な「班」になっていました。班長会議でも、「自分たちは

どこの隊よりも
楽しいキャンプ
をするぞ！」と班
長達の気合も
十分、はやく本
番がやってこな
いかな、と思える
訓練キャンプで
した。
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7月29～31日夕森
キャンプ場に東浦2
団 さん と 合 わ せ
CS19名、BS4名、
指導者、ご父兄他総
勢53名が集まりまし
た。ハイキング、肝試
し、キャンプファイ
ヤー、ドラム缶風呂、
手裏剣と吹矢作り、

組集会の成果を発揮したスタンツ等、盛りだくさん。場内に
は絶景の滝がある川も流れ、ヘルメット、救命着の完全装備
で川渡りにも挑戦しました。安全の為対岸へ渡した命綱を
いらないと言うスカウトもいて、もっと遠くまでの声を押えるの
に必死でした。
熱中症気味の
スカウトも出まし
たが、事故なく
楽しい思い出だ
けを家へ持って
帰りました。

昨年の春から材料を集め、今
年2月から着工したツリーハウス
が細かな内装を除いて、ほぼ完
成しました。凡そ3㎡のべランダと
７２㎡の室内は間口2.4ｍのガラ
ス戸で仕切られています。当団
の野営場の傾斜地にあり、床面
高さ４ｍ～2ｍ、径1.2ｍほどの楠
に取り付けられています。外装は
元VS隊の倉庫のトタンをリサイ
クルし、柱や壁は、頂いた廃材
や、端材、倉庫に眠っていた型板、床は表面加工したベニヤ、
屋根材は購入したポリカ波板などで、6カ月掛けて完成しまし
た。（因みにかかった費用は4万円ほどです）素人の製作です

から、イマイチ不
安はありますが、
今後活用方法
を模索しながら、
内装の充実や
利用促進に努
めて行きたいと
思っています。

恒例の夏季キャンプ、今年は忍者編
知多北部地区　東浦第１団　カブ隊長　清水 康生

完成「ツリーハウス」
知多東地区　半田第8団　団委員長　牧野 康俊

9月3日（土）イオンモール常滑に
て全国防災キャラバンが開催されま
した。今年度の愛知では名古屋茶
屋店（名古屋西部地区のご担当）
に続いて2箇所目、知多西南地区
では初めての開催です。防災に関
する４つのブース（新聞紙で作るス
リッパ、身近なものを使った一次手
当（救急）、単3電池を使って単1電
池にしてみる実験、牛乳パックで作る
ホイッスル）を展開し、来場者に体験をしてもらいました。ボー
イスカウトの事もPR出来ました。

知多東地区　２ＴＣ合同訓練キャンプ
知多東地区　愛知602隊　生活副長　浜口 真伍

全国防災キャラバン
知多西南地区　副コミッショナー（ベンンチャー担当）

福島 宏一

ニュース & トピックス

〈知多〉
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今回初めて一から自分で、計画しました。ボーイまでは、隊長
の計画したプログラムに参加し行動していたので、隊長に任
せっぱなしでした。しかし、今回は自分で一から計画し、責任も
自分にあったので、計画通りに進められるか、もし、ハプニング
が起きても臨機応変に行動できるかとても心配でした。ですか
ら、全員無事に帰ることができた時は、ほっとしました。
姫路城は、白鷺城の名にふさわしくとても真っ白でした。大
阪では、道頓堀に行きました。肩と肩が触れ合うくらい、すご
い人でした。
今回の歴史探索では、目標設定が低すぎたり、初めて行く場

所だったので道
に迷ったりもしま
したが、仲間と
協力することの
大切さを学び、と
ても良い経験に
なりました。次回
は、しっかり計画
を立てて色々な
事に挑戦してい
きたいです。

７月３１日、ビーバー
隊恒例の真夏のザリ
ガニ釣りです！
隊員５名に加え、体
験入隊の子供たち７
名が参加してくれまし
た。郊外にある団委員
さんの会社横の排水
路に移動。針にスルメ
を付け、恐る恐る糸をたらすスカウトたち。大きなはさみ、暴れ
るしっぽに戦々恐々。こつをつかみ１人、また１人と釣り上
げ、大はしゃぎ！釣り方を教えているうちに自分が夢中になる

リーダーもいました。
アイスキャンディーで
休憩し、最後に釣った
ザリガニたちにさよなら
をして帰路につきまし
た。都会に住んでいる
スカウトが多いわが団
では、貴重な体験です。

姫路城探索
名古屋西部地区　名古屋第83団　ベンチャー隊　久野 奨真

今年も会いに来たよ、ザリガニ君！
名古屋北斗地区　名古屋第３０団　団委員　五藤 丈二

以前から行ってみたいと
思っていた、介助犬総合
訓練センター～シンシアの
丘～(長久手市）にカブス
カウト・ビーバースカウトと
いっしょに行ってきました。
手足の不自由な人たち
を助ける介助犬。必要としている人は日本には15000人も
いるのに、実際には76頭しかいない、といったお話を聞いた
後で、実演を見せてもらいました。靴下を脱がしてかごに入れ
たり、冷蔵庫を開け閉めして中のペットボトルを持って来たり、
携帯電話を探して持ってくるなど、とても賢い犬でした。スカウ
トたちは目を大きく開けて見ていました。

ベンチャース
カウトになって
初めての長期
キャンプ。荷
降ろしから始
まり、本部の
設営を手伝っ
た。団のキャン
プがこんなに
大変だとは思
わなかった。
炊 事 場での
ロープワーク
を隊長に教え
てもらった。い
つもより機嫌
がよくて笑顔

が多い隊長だった。何でだろう？理由は今もわからない。スカ
ウト活動は社会教育運動だと書いてあった。
僕は勉強が得意ではないのでボーイスカウトが毎日ある
といいなあと思う。でも将来のことも考えなくてはいけな
いので、リーダーや団委員さんにいろんな話を聞こうと
思っている。

介助犬総合訓練センター見学
名古屋千種地区　名古屋第８９団　カブ隊長　飯田 博則

炊事場にて
名古屋巽地区　名古屋第１団　べンチャー隊　南川 瑞生

みずき

ニュース & トピックス

〈名古屋〉



伊勢神宮のある三
重県伊勢市にて行わ
れた第１２回全国神
社スカウト大会（８月６
日～９日）に、国府宮
スカウト（BS稲沢６
団、GS愛知７７団）が
参加しました。この大
会は５年に一度行わ

れ、日本全国の神社スカウトだけでなく、台湾・マレーシアのス
カウトも参加した総勢１，５００人を超す規模の大会です。真夏
の暑い中、カブ隊からベンチャー隊までしっかりスカウト活動を
行い、充実し
た４日間を過
ごしました。

２８年春キャンプで、
保護者との懇親会で
の意見を反映し、初め
て、ボーイスカウトフェ
スティバルを、保護者
会の皆さんと一緒に、
体験会を兼ねて開催
しました。
知恵を絞ったゲー
ム、飲食ブース等を和
気アイアイで開催しました。 体験会には、５家族が参加して
いただき、その後３名の入団がありました。約９０名の皆さん
が楽しいひと時を過ごすことが、これからの団活性化になる
と確信しています。

当団は、設立５０周年を迎えて今年一年を記念イヤーとして
様々な行事を行っています。その一環で８月６日、７日に団行事
として御嶽登山、２ＴＣへの見学を企画しました。
いい天気の中、御嶽ロープウェイを下車し８合目の山小屋ま
でビーバースカウトも頑張って歩きました。そこでは献花台に献
花し、慰霊の合掌を行いました。自然の美しさ、厳しさを感じても
らえたのではないでしょうか。
翌日は、２ＴＣのビーバー・カ
ブデイに参加し、ボーイ隊の工
作やプログラムに感動しながら
楽しくスタンプラリーを行うこと
ができました。

7

チャレンジブックの工作
博士を目指してスクーター
ボードを作成し試乗会を実
施しました。
縮尺１/２で図面を作り、
コンパネを切断、穴あけ、色
塗り、ローラーやハンドルの
取付、前輪とハンドルのス
テアリング部分は、ノウハウ
が必要ですが、ハンドルが自由に動くよう工夫しました。
カブ隊全員が、自分が乗れるスクーターボートを完成させ楽
しく過ごし、チャレンジ章の工作博士を取得しました。

全国神社スカウト大会に参加
尾張西地区　稲沢第６団　組織・拡充委員　住田 公明

カブ隊 スクーターボードの製作
尾張東地区　北名古屋第1団　副団委員長　加藤 義明

「２８年ボーイスカウトフェスティバルを開催」
尾張南地区　あま第１団　事務局　原 邦夫

設立５０周年記念を迎えて
尾張西地区　一宮第１３団　団委員長　田口 貴敏

ニュース & トピックス

〈尾張〉



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！

（敬称略） 特別維持会員の方々です。

防災ボランティアコーディネーター養成講座防災ボランティアコーディネーター養成講座

災害時に地域で役に立つことができるようにと、愛知連盟では、い
ざという時に即応できる人材を養成することを目指した「防災ボラン
ティアコーディネーター養成講座」を７月１０日に開催しました。
今回は２６名が熱心に講座を受講し、合計１４１名が修了となりました。

お慶びお慶び

８月３０日、瀧　克己氏（愛知連盟理事）は、平成２８年度ボランティ
ア活動功労者表彰式において、大村愛知県知事より表彰されました。

ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会総会ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会総会

ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会は、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し
て、７月５日、愛知県議会議事堂１階サロンにおいて、その総会が
開催されました。この目的に賛同いただいた超党派の議員５４名で
構成され、本総会では、２３ＷＳＪ活動報告や２ＴＣへの支援金の
贈呈などがされました。なお、役員は、次のとおりです。（敬称略）

●会　長：岩村　進次　　●副会長：中村　友美
●幹事長：堀嵜　純一　　●監　事：奥村　悠二

新城市に新たな仲間が新城市に新たな仲間が

久しく新城市内
団は休団しており
ましたが、新たに9
月10日、新城第３
団が設立総会、
発団式を開催しま
した。発団準備よ
り穂の国地区をは
じめ各指導者の
皆様の御支援に

より、新城第3団は、カブスカウト隊スカウト5名で発団する事がで
きました。
これから、いつも元気なスカウトの姿を見続けられるように、指導
者一同笑顔とユーモアを忘れずに活動していきます。

新城第３団　カブ隊長　梅田　悟


