
私は、小学校5年生の時に両親か
らの勧めでボーイスカウトに入り、大学
生の時まで活動しました。ボーイスカウ
ト活動は、私という一人の人間を形成
する上で大きな影響を与えたように思
います。
日々の活動では、手旗やモールス
信号、ロープの結び方、ザイル訓練な

ど多くの技能を学びました。キャンプでは、重いリュックを背負い
キャンプ地を目指して歩き、テントを張り、かまどを作り、山で木
を集めてきて火をおこす。農家から買ってきた鶏を自分たちでさ
ばいたこともありました。キャンプでは、日頃当たり前のように用
意されている住まいや食事を自らの力で準備しなければなりま
せん。小学校6年生で初めてキャンプに出かけ、家に帰ってき
た時は自分が一回り大きくなったような気がしたものです。
大学時代には子供たちの指導にあたりましたが、失敗もしま

した。川の支流の上流の砂地にテントを張ったところ、夜分に
豪雨でキャンプ地が水につかり始め緊急避難、水かさが増した
川を両岸に張ったザイルをつたって何とか横断するといった、
今から思えば冷や汗の出るような経験もしました。
また、ある時、ハンディキャップのある少年の入隊を受け入れ
たことがありました。普段はちょっと意地悪な子供もいたのです
が、彼が先頭に立ってあっという間にこの少年を仲間として迎
え入れたのです。仲間と仲良くしようといった指導はしていませ
んでしたが、恐らくキャンプで仲間と過ごすうちに自ずと身につ
いたことが行動に出たのだと思います。指導をしながら、私が子
供たちから多くを学んでいました。
私ども三菱UFJ銀行の源流の一つは愛知県にあります。こ

の愛知で活動を展開されている日本ボーイスカウト愛知連盟
様の益々のご発展をお祈りすると共に、このような機会を下
さった永井理事長に厚く御礼を申し上げ、私からのメッセージと
させていただきます。
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愛知連盟は創立から６９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、三毛兼承様をご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.14

株式会社三菱UFJ銀行　頭取　　三毛 兼承様

「常滑・高坂野営場」がオープン！！

常滑市字高坂で進められてきた「常滑・高坂野営場」の整備が完了し、６月９日（土）に、地元片岡常滑市長ご臨席のもと、
開場式が行われました。　これは、かねてより旧・常滑地区がお借りしてきた土地（約３万平米）を、所有者である早川様が、こ
の度、愛知連盟に寄贈していただいたものです。これからさらに、スカウトの歓声響く活動拠点となることを期待します。
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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29年度 富士スカウト代表表敬訪問！！

緑の羽根募金と
緑化プロジェクト派遣事業に貢献！

私は平成30年4月5日に東宮御所へ富士スカウトの代表と
して表敬訪問をさせていただきました。表敬訪問の前日には全
国の富士スカウトの皆さんと交流をし、新しい仲間がたくさん増
えました。皇太子殿下へ「いやさか」をお贈りさせていただいた
のは大変緊張いたしましたが、入念なリハーサルのおかげで無
事に終えることができました。
家族や仲間、指導者の皆さんには感謝してもしきれません。
後輩スカウトが富士スカウトになることができるように、次は私
がスカウトを育てていきたいと思います。

愛知の緑化事業を支える緑の募金は、森林の整備、緑化の
推進、国際緑化など、さまざまな事業に活用されています。ボー
イスカウト愛知連盟では、緑の羽根募金に、県下の各団が積
極的に取り組み、募金を通してスカウトの奉仕の心も育ててい

ます。その本年の募金合計額は、5月末現在で2,247,849円
となっています。また国際緑化の部門では、ローバースカウトが
緑化プロジェクト派遣事業を長年にわたり取組み、今年も第１
２回の派遣を４月６日から３日間の日程で実施してきました。

全国から代表スカウトが集まり、東宮御所及び首相官邸・文部科学省への表敬訪問が行われました。
愛知連盟からの代表者は下記の方々です。おめでとう！！

知多東地区　半田第3団　氏家 嶺

東宮御所への富士スカウト代表表敬訪問に参加して
名古屋西部地区　名古屋第67団　加藤 秋成

首相官邸・文部科学省　代表表敬スカウト
所属地区

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
尾張西地区

所属団
名古屋第４７団
名古屋第６７団
名古屋第９１団
弥富第１団
稲沢第６団

氏名
中井友子
加藤秋成
原　　瑛
野口瑛斗
伊藤由樹

首相官邸・文部科学省表敬訪問を終えて

私は、富士スカウト代表として、首相官邸と文部科学省に
表敬訪問しました。これは、普段の生活では有り得ない体験
であり、愛知の代表として選ばれる程の積み重ねをしてきた
のだと、自己を肯定できる良い機会になりました。表敬訪問
当日は、安倍内閣総理大臣、林文部科学大臣やボーイスカ
ウトのOBである山本防衛副大臣より、富士スカウトにこれま
での努力と今後のスカウト活動についての励ましのお言葉と
エールを頂き、一生に残る良い思い出になりました。この貴
重な体験は、今後より良い人生の糧と成り得ると思います。

東宮御所　代表表敬スカウト
所属地区
尾張東地区
知多東地区
知多東地区

所属団
春日井第２団
半田第３団
半田第７団

氏名
佐藤優真
氏家　嶺
川俣明日香

東宮御所にて東宮御所にて

安倍首相とともに



平成３０年度愛知連盟年次総会が、各団委員長と愛知連盟役
員の出席のもと６月２４日（日）に名古屋国際センター別棟ホール
で行われました。その中で名誉連盟長である大村秀章知事にたか
章の贈呈が行われました。総会に続き、団委員長研修協議会が
開催され、「青少年を取り巻く犯罪情勢」と題して愛知県警察本
部 警視の吉見文吾先生の講演や日本連盟コミッショナー福嶋
正己氏による「ボーイスカウト進級課程の改訂とその効果につい
て」と題した講演があり研鑚しあいました。夜には懇親会が行われ、
来賓としてボーイスカウト振興国会議員連盟から熊田裕通衆議院
議員、ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会の岩村進次会
長、堀嵜純一幹事長、また、ガールスカウト愛知県連盟から森幸子
連盟長他のご臨席をいただき、スカウト運動の隆盛にむけて決意
を固めました。
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平成30年度年次総会・団委員長研修協議会開催
大村 秀章
河村 たかし
岡谷 篤一
宇野 眞之　武田 正典　舩橋 鐸夫
永井 淳
鈴木 市男　神谷 昭範　榊原 孝治
中村 徳治　郷司 朋明　水野 義久　小坂 元信　近藤 哲史
平野 嘉彦　水谷 惠至　加藤 正文　八木 幸雄　沼澤 光男
内藤 吉文　糟谷 尚治　宮野 澄夫　岡田 一
冨田 昭則　櫻井 茂生　澤 朋宏　河村 武人
中村 倫之　氏家 邦政（県連盟コミッショナ－）
池田 章浩　瀧 克己　小栗 宏次
竹山 勉　安藤 芳朗
浅野 武雄　山田 哲郎　林   悦子　小林 泰陸　新美 晃
肥田 荘治　秋野 善美　服部 武行
近藤 悊
野村 正直　林 敬順

一般社団法人日本ボーイスカウト愛知連盟・役員

全国大会 RCJ総会に参加 ２０１８年度ＲＣＪ県代表　玉井 鈴野

平成30年度全国大会が5月26～27日に岐阜県の長良川
国際会議場で行われ、愛知から120名以上(うちローバースカウト
34名)が参加しました。全国大会では諸会議やテーマ集会が行
われます。多くのローバーは「全国ローバースカウト会議（RCJ）総
会」と「ローバースカウト活動とRCJについて」というテーマ集会に
参加することで、ローバー活動への理解を深め、意思決定に参
画しました。
また、Scouting Expoでは愛知ローバース会議（ARC）が活
動報告をしたほか、尾張3地区のローバースが集まってダンボー
ルハウスを作成するなど全国大会参加者に向けてブースを展開

し、日頃のローバー活動をアピールしました。ブースを運営すること
で、スカウト同士の繋がりを深め、ブースを訪れた成人指導者や
ローバースカウトからも活動のヒントを得ることができました。

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

常 務 理 事

学識経験者理事
監 事

名誉会議議員

先 達
顧 問

地区名 団　　名 氏　　名

名古屋巽

名古屋西部

名古屋千種

地区名 団　　名 氏　　名
臼井　大晴
伊藤　優
鋤柄　大和
阪堂　輝汐
藤田　真成
手嶋　麗愛
河津　結衣
川上　瑞就
土方　愛梨
平　瑞輝
山川　遙生

名古屋第12団

名古屋第51団

名古屋第62団

名古屋第29団

名古屋第75団

名古屋第87団

名古屋千種

名古屋北斗

尾張東

奥村　元浩
星野　太智
黒田　悠幹
西川　朱音
奥村　悠吾
藤井　晴之助
内田　智之
開　光
平手　創樹
木全　諄
竹下　武蔵
荒川　貴人

地区名 団　　名 氏　　名
尾張西

三河葵

穂の国

豊田

一宮第4団

西尾第6団

豊川第5団

豊田第9団

豊田第34団

みよし第1団

豊田　和
田中　仁哉
宮本　尚樹
熊崎　莉子
西脇　秀真
中村　亰平
倉谷　優月
柴田　結希
松元　寛太

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名
川島　知也
佐藤　成
松本　幸也
横山　元樹
鈴木　颯太

名古屋第8団

名古屋第67団
名古屋第91団
春日井第5団

知多東

知多北部

三河葵

半田第6団
東浦第1団
東海第2団
幸田第1団

山頭　由征
桝谷　栄里
市瀬　雅弥
福井　涼一

地区名 団　　名 氏　　名

穂の国
豊橋第8団

豊川第4団

佐藤　拓海
小林　稔幸
松坂　颯真
鈴木　鴻之介
岡田　瑠生

名古屋巽

名古屋西部
名古屋千種
尾張東

名古屋第87団

名古屋第101団
犬山第7団

春日井第4団

江南第1団

小牧第1団

隼スカウト章受章14名おめでとう!! （平成３０年４月１日～平成３０年６月３０日）

菊スカウト章受章32名おめでとう!! （平成３０年４月１日～平成３０年６月１５日）
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4月22日（日）のビーバー隊
集会は、羊神社にてストローロ
ケット作りを行いました！吹く力
の弱い女の子でも遠くに飛ば
せるように、ペットボトルの発射
台にストローを取り付け空気の
力で発射！ビーバースカウトでも
簡単に出来るように改良！とっ
ても良く飛びました！
標的はブルーシートで出来た
宇宙に浮かぶ月！みんなのロ
ケットは、無事月面着陸できる
かな？

３月１８日（日）晴
天のもと、名古屋
巽地区第3回カブ
ラリーが行われまし
た。約１００人のカ
ブスカウトたちは東
山動植物園で、ポ
イントを探しながら、
４８の難問、奇問の

クイズラリーに挑戦、園内を駆け回りました。途中で出会った仲
間と手づくりの名刺交換。ゴールの広場では全体ゲーム、表彰
をしました。総勢２００余名で一丸となって取り組み、仲間意識
の深まった、とても楽しい１日となりました。

名古屋西部地区　名古屋第23団　ボーイ隊副長　南部 将也
熱田の杜に抱かれて55年

名古屋北斗地区　名古屋第９５団　ビーバー隊長　井垣 利繁

2018中部ウォーカソンへ奉仕
名古屋千種地区　名古屋第３５団　ボーイ隊長　水谷 宗平

5月20日、愛・地球博記念公園に
て『中部ウォーカソン国際チャリティ
フェスティバル』が開催され、設営、開
会式、ウォークコース内に設定された
ポイントでのゲーム運営のお手伝い、
スカウトブースでのパラコード工作、場
内の清掃活動と、今回は中部地方ならではの『菓子撒き』
や、協賛企業様の幟を持ってのウォークも、ACCJの方々、

NISの学生さん、ガールスカ
ウト、アメリカスカウトと共に、
奉仕させて頂きました。
又、在日の外国方や、企
業の方とも交流でき有意義
な奉仕活動が出来ました。

進めロケット、月までとどけ！

名古屋巽地区第3回カブラリー開催！
名古屋巽地区　副コミッショナー（カブ担当）　青木 正樹

熱田神宮のボーイスカウト・ガールスカウトは、4月29日に育
成会総会を執り行いました。今年は熱田神宮でスカウト活動
が始まって55年の節目の年を迎えました。総会では各隊スカ
ウトから昨年度の活動報告や思い出を発表しました。
昨年度は伊勢の神宮にて初穂曳（新穀を神様にお供えす

る行事）をご奉仕したり、ツリーイング（木登り）を体験したりと
例年にない活動が展開できた
ように思います。
総会後には大鍋で作った豚
汁を食べ、皆美味しそうな表情
でした。
今後も熱田の神様に見守ら

れながら、安全に様々な活動を
実施していきたいです。

ニュース & トピックス

〈名古屋〉



あま第３団のカブ隊及び
ボーイ隊は5月20日（日）、
市内のスーパーの玄関前
で「緑の募金」活動を行い
ました。「緑の募金にご協
力をお願いしまーす！」と大
きな声で募金へのご協力
を呼びかけました。
「緑の募金」について尋ねられる方には、指導者が丁寧に
説明をさせて頂きました。沢山の皆さんに寄付を頂き有り難う
ございました。
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稲沢６団ボーイ隊は、３月１
７日（土）に約３０Ｋｍの長距
離ハイキングを行いました。
午前８時４０分に国府宮
神社を出発し、目的地である
東海市の八柱神社（副長の
実家）に午後７時に参加者
26名中１人の脱落者も無く全員無事に到着しました。
このハイキングが、中学３年生のスカウトにとっては最後の活
動になりました。この経験を活かし、ベンチャー隊でのより一層の
飛躍に期待します。
長距離ハイクは、スカウトのレベルアップに効果的な活動であ

ると思います。他県のようにオーバーナイトハイクに挑戦できれ
ば、より効果的な活動になると思うのですが・・・。

尾張東地区　小牧第１団　団委員長　舩橋 鐸夫
尾張東地区　小牧第１団　ローバー隊長　中谷 洋

日本連盟初の「ゴールドアワード」受章
尾張南地区　あま第３団　カブ隊副長　福井 友明

江南１団・３団合同体験集会「げんきっず2018 しぜんたんけんたい」
尾張東地区　江南第３団　カブ隊副長　日比野 良治

今年で３年
目となる今回
は、迷い込んで
しまったみどり
の国で妖精を
助け出すため
に、「ごろごろ
山」、「ゆらゆら

谷」など計８つの難所で自然にちなんだゲームや体験をする内
容でした。一般参加者は７５名を超え、梅雨入り前の絶好の日
和の中、6月3日（日）に盛況に開催できました。

大きな声で！お願いしまーす！

長距離ハイキング
尾張西地区　稲沢第６団　組織・拡充委員　住田 公明

日本連盟では、平成２５年か
らローバースカウト年代を対象
に自己啓発の一助として「英
国エディンバラ公国際アワー
ド」プログラムが提供されてき
ました。最上位であるゴールド
へ初めて挑戦する場合は少な
くとも１８ヶ月間の取り組みが必要になります。
この度、当団ローバー隊所属の佐藤遥さんが２年以上の取り
組みの末に無事ゴールドアワードを受章し、５月２６日の日本連盟
全国大会で修了証書とゴールドバッジが授与されました。これは日

本連盟では全国
第一号となる栄
誉です。今回の
経験を今後の人
生に活かしてくれ
ることを期待して
います。

ニュース & トピックス

〈尾張〉



５月２０日（日）「平成３０年度愛知県身体障害者スポーツ大
会」が開催されました。スカウト及び指導者９１名がボランティ
ア奉仕に参加し、開会式のプラカード掲示や選手誘導等の
奉仕活動を行ないました。また、５月３日（木）～５日（土）２泊３
日で豊田地区のベンチャースカウト１４名が「無人島キャンプ」
を実施しました。
場所は、兵庫県たつの市沖ノ
唐荷島で自給自足のサバイバ
ル体験を行い、釣り等による食
材確保など無人島ならではの体
験を満喫し、体験を通して自力
で生活する力を身に付けること
ができました。
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３月２８日に本年度岡崎市内団菊章受章スカウト１２名と岡崎
市役所に内田康宏市長を表敬訪問しました。市長はスカウトか
らのむつかしい質問にもていねいにご回答していただき楽しいひ
と時を過ごしました。以下は参加スカウトからのコメントです。
　
岡崎第８団ベンチャー隊　中川詩歩
今回、岡崎市長を訪問してとても貴重な体験ができました。
私たちの団がある岡崎市の内田市長は子供の頃スカウト活動
に参加していて、その当時の活動について思い出を話してくださ
いました。そのほかにも普段は知ることのできない、市長の仕事
についてなど、いろいろなお話を聞かせていただけて本当に良
かったです。

豊田地区　組織・拡充委員長　鈴木 利幸
奉仕活動やサバイバルキャンプ体験で育むスカウト精神！ 先輩スカウトの岡崎市長を表敬訪問

三河葵地区　地区副委員長　後藤 龍夫

碧海地区　刈谷第１１団　ベンチャー隊　加藤 誠治
ロープワーク教室
穂の国地区　豊川第4団　ベンチャー隊長　古市 泰子

5月6日、豊橋市少年自然の家
主催事業「覚えよう！キャンプ術」
支援プログラムとして、地区内の
ベンチャースカウト、ローバースカ
ウト、地区トレーナーでロープワー
ク教室をさせて頂きました。一般

参加家族に、日常生活に役立つ「ロープワーク」として、カブス
カウトで履修する程度の結びの「うんちく」を加え、ゲームを交
えながら、覚えて頂きました。熱心に学んで頂き、覚えた結びを
活用したファミリーフラッグたてゲームも楽しんで頂けた事と思
います。行政とのつながりを保つ事、ボーイスカウトのプログラ
ムの特徴を一般市民に伝える事知ってもらう事を目的として支
援させて頂きました。
事業終了後ですが、早速ビーバースカウト隊への入団の相
談があり、組織拡充面でも成果がありました。

ポンポンカーリングやろう！ そだね～！

５月２６・２７日、長良川国際
会議場で行われた全国大会
にポンポンカーリングを出展し
ました。ポリ袋と段ボールで
作った創作ストーンを地面に
ポンポンと叩いて膨らまし、
カーリングのように的を狙って、滑らす遊びです。仲間と声を掛
け合いながら自分で作ったストーンを一生懸命投げていました。
そして、１投１投投げるたびに大きな歓声を上げ、ストーンが見
事真ん中に命中すると、輝かしい記念品をゲットし、満面の笑み
を浮かべていました。また、この全国大会を通して、全国のスカウ
トにポンポンカーリングの面白さを発信することができました。

ニュース & トピックス

〈三河〉



日本スカウトジャンボリーへの愛知14隊15隊の合同結隊式
が、5月20日19時から半田市のカリヤドホールで開催されました。
14隊は、知多東地区の24名、知多西南地区の10名、15隊は
知多東地区の28名のスカウトで構成され、指導者は合計14名と
なりました。派遣隊長から「楽しいジャンボリーを迎えるために、ま
ず、体力をつけよう、次に生活に必要な技術、そして、最も重要な、
楽しもうとする心の準備を万全に」との主旨の訓話があり、そのあ
とで初めての班集会が行われ、これからの訓練キャンプなどにつ
いて協議したのち、
解散しました。夏の
終わりには、全員が
元気で、顔を輝かせ
て帰ってくることを
期待しています。

ニュース & トピックス

〈知多〉
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5月19日（土）、常滑市の大曽
公園でデイキャンプを行いました。
テーマは、「宝さがし」。参加者は、
スカウト9名、付き添い子供、保護
者含め総勢40名でした。デイキャ
ンプの内容は、海外の国にちなん
だスポーツ（ゲーム？）を次々と行
い、クリアした後、最後にお宝を見
つけるスタンプラリーです。全員無
事にゲームクリア、宝もゲットし、
満足げなスカウトの顔が印象的で

した。また、ゲームの運営は、保護者の方にお手伝い頂き、ビー
バー隊が一体で楽しめた活動となりました。

4月29日（日）、常滑
市南陵公民館にて、8
月に石川県珠洲市で
開催される第17回日
本スカウトジャンボリー
の知多西南地区　
壮行会が行われまし
た。

壮行会では、皆とても楽しそうにしていましたが、長期間家族と
離れることを不安に思っているスカウト、それを心配する保護者
の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな不安や心配して
いたことを消し去ってしまうくらい、ジャンボリーを思いっきり楽しん
できてほしいと思います。

知多西南地区　組織・拡充委員長　片岡 和恵
第17回日本ジャンボリー西南地区壮行会 お宝ゲット！ セントレアから出発だ！

知多北部地区　東浦第1団　ビーバー隊長　竹内 正純

知多東地区　組織・拡充委員長　牧野 康俊
森の秘密基地つくり＆募金
知多北部地区　知多第１団　ビーバー隊長　高橋 道尚

知多第１団のビー
バー隊は、4月22日(日)
東浦町高根の森で秘
密基地作りおよび「緑
の募金」をスーパーモン
マルシェで行いました。
高根の森では、枯れ
枝や、落ち葉、どんぐり、松ぼっくりなどを集め、すてきな秘密基
地ができました。またカブトムシの幼虫も見つけ大喜びでした。
基地でおにぎりを食べ遊んだ後に、集めた物を自然に帰しハイ
キングでスーパーに移動しました。募金活動は、大きな声でお
店を訪れる方にお願いし、たくさん協力をいただきました。

日本スカウトジャンボリー派遣隊の結隊式



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！

ラッピング自販機設置でボーイスカウト活動をアピール！ラッピング自販機設置でボーイスカウト活動をアピール！

去る４月２６日（木）に豊田地区豊田第１６団におきまして、中部
地区第１号機のボーイスカウトラッピング自動販売機を設置する
ことができました。当団スカウトハウス周辺には商店や自販機など
が無く不便を感じることがありましたので、スカウトハウスの目の前
にある区民会館に設置することをお願いしたところ、区長様より快
く場所の提供の承諾をいただき、こうしてボーイスカウトラッピング
自販機を設置できる運びとなりました。素敵なラッピングでのボー
イスカウトＰＲ効果と売上げからの団運営資金収入に大いに期待
しています。

（敬称略） 特別維持会員の方々です。

ARC年次総会ARC年次総会

豊田地区　豊田第１６団　団委員長　岡田 耕一

ARCは、4月21日（土）に愛知県
青年会館で年次総会を行いました。
年次総会では、H29年度の各種報
告、議長・副議長の選定、アドバイ
ザーの依頼、そしてH30年度の予定
等について決議しました。この年次
総 会は、

愛知のローバースが集まり、愛知のローバー
ス全体の意思を決定する場です。この決議
事項をもとに、これからの社会を担う仲間たち
と『自己実現し、社会に貢献できる人物』を目
指し、ローバー活動します。
（愛知ローバース会議　議長　池田 章浩）

お慶びお慶び

今春、武田正典副連盟長には、永
年にわたるスカウト運動を通じた我が
国の青少年健全育成に果たされた
顕著な社会教育功労により、「旭日
単光章」を受章されました。
５月１１日の伝達式では、代表で受
章され、宮殿へ参殿されて天皇皇后
両陛下からお言葉をいただく栄誉に
浴されました。
心からお祝いを申し上げたいと思い
ます。


