
カブスカウト、ボーイスカウト活動に
参加していたのは１９６５年～７３年
頃だったと記憶しています。今から
ざっと半世紀前のことで、ずいぶん昔
のことですが、数多くの思い出が残っ
ています。
朝霧高原で行われた世界ジャンボ

リー、木曽駒での夏季キャンプ、中で
も最も印象に残っているのは１９７２年、高校１年の夏休みの
米国訪問です。‘Good will mission’の旗印のもと、ニュー
ヨーク、ワシントンからデトロイト、シカゴ、サンフランシスコ、ロス
アンジェルスそしてホノルルと全米各地をホームステイし、約２
週間の駆け足で回りました。その時の思い出は、一生の宝物で
あると同時に、その後の私の人生に多大な影響を与えました。
前述の世界ジャンボリーで初めて外国人と接し、海外に興

味を持ち始めたのを契機に、この訪問により、すっかり米国
好きになりました、米国の行く先々で、ボーイスカウトの制服を
着た我々に、アメリカの人たちは大変好意的に接してくれた
こと等、本当に良い思い出が残っています。これを最後に、
ボーイスカウト活動からは縁遠くなりましたが、この時の印象
は、社会人になってからの米国駐在のモチベーションに繋
がっています。
世界は国際化がどんどん進んでいます。皆さんも、日常の

「奉仕の精神」「備え
よ常に」といった精神
を学ぶとともに、こう
した世界と交わる場
に積極的に参加を
し、自身を磨いていっ
てください。
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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、石黒 武様をご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.15

大同特殊鋼株式会社　代表取締役社長　　石黒 武様

第１７回日本スカウトジャンボリー開催！

「第１７回日本スカウトジャンボリー(略称：17NSJ)」が８月４日からの７日間、日本海を望む能登半島の
最先端、石川県珠洲市の「りふれっしゅ村鉢ヶ崎」で開催されました。大会には海外から12の国と地域も加
わり約13,400人が参加、愛知連盟からは２８の派遣隊、運営スタッフを含めて1,381人が参加しました。

開会式の様子とそれに参加のためアリーナに集まった愛知のスカウトのはじけた笑顔



１７ＮＳＪに参加して！
（開会式県連旗旗手）

名古屋巽地区　名古屋第116団
ボーイ隊　森山 雄介

僕は17NSJに参加して、仲間
の大切さを感じました。大会中で
は仲間に助けてもらったことがた
くさんあったし、班の人たちや新し
く出会った友達がいなければジャ
ンボリーは楽しくなかったと思いま
す。これからは、いままでの友達も
これからできる友達も大切にして
いきたいと思いました。

特別来賓（皇太子さま他）との
昼食会出席

尾張西地区　一宮第５団
ベンチャー隊　滝藤 美月

代表スカウトに選ばれた時から緊張
で胸がドキドキしていましたが、当日は
他県の代表スカウトと一緒に和やかな
雰囲気の中でカレーを頂きました。
スピーチは30秒。皇太子さまは終

始優しく微笑みかけて下さり、落ち着
いて話すことが出来ました。17NSJの
一生忘れることの無い貴重な経験を
ありがとうございました。

17NSJ
トピックス
17NSJ
トピックス

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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ジャンボリーゲートに
迎えられ会場へ

開会式が
始まり、
　　期待も
　　高まる

早速設営、
自隊のゲートも完成！

報告！
プログラムに
出発します！

他県のスカウトの
訪問を受け、交流！

外国スカウトとも、
積極的に交流！

楽しい
思い出を
胸に、
帰路へ！

日本一プログラム
「コンパスゲーム」

挑戦



エジンバラ公アワード取得までの道のり
尾張東地区　小牧第１団　ローバー隊　佐藤 遥

きっかけは、ローバースカウトにな
り自分自信を磨き、今の時間を大切
に過ごしていきたいと考えていた
際、世界で１２００人が挑戦を行なっ
ているエジンバラ公アワードを知り、
これを機に何かを得たいという気持
ちで決意をしました。
一年半かけ、合格率26%の国家
資格取得や、愛知県を自転車で巡
る旅などを行いました。どの項目に
おいても長期間での挑戦は、続け

るということが一番の苦労でした。意識しながら毎日生活をす
ることは意外と難しいことですが、今振り返ってみると、少しず

つの成長や経験が大きな自信や糧に変わっていました。
このアワードの取得を通して、今の自分に満足はできませ
ん。ここから、さらに飛躍して行きたいと思います。

全国防災キャラバン開催中！
～「そなえよつねに」みんなでつくる準備のこころ～
イオン㈱、イオンモール㈱、ボーイスカウト日本連盟が主催す

る防災キャラバンが全国で開催されています。地域で活動を
行うボーイスカウトが〝防災″に役立つスキルを地域の子どもた
ちに紹介しています。新聞紙や牛乳パックで作る防災グッズ、

発砲ブロックの倒壊体験、ロープワークの体験などが行われま
した。愛知連盟では、9月2日にイオンモール扶桑、9月23日に
イオンモール木曽川にて実施されました。

イオンモール扶桑 イオンモール木曽川

地区名 団　　名 氏　　名
名古屋巽
名古屋西部

名古屋北斗

尾張南

尾張東

地区名 団　　名 氏　　名
赤波江　彩季子
倉橋　天志
山田　幹人
神戸　孝太
上野　洸太
白木　航
井上　侑汰
根角　梨花
篠原　蒼司
高野　伸一郎
濵口　豪太
伊藤　鈴夏
波多野　拓実
村松　明良
渡辺　優人
金谷　海

名古屋第47団
名古屋第19団
名古屋第30団
名古屋第79団
名古屋第101団

津島第3団

春日井第4団

春日井第8団
春日井第10団
日進第2団

瀬戸第6団

北名古屋第1団

地区名 団　　名 氏　　名

尾張東

尾張西

知多東

碧海

中村　彩
西村　宗一郎
西川　大智
岡野　桃子
鵜飼　千紗子
矢野　克樹
前田　尚輝
奥村　航生
吉田　隆文
背古　紘臣
新美　昻正
榎本　祐也
竹内　悠真
髙須　郁美
西村　海
田中　咲多

江南第1団

江南第3団
小牧第1団

一宮第5団

一宮第10団

稲沢第6団

半田第1団

半田第7団
安城第4団

碧南第2団

三河葵

穂の国

豊田

山口　順菜
黒野　空人
米津　心翔
目瀬　由香里
鈴木　聡太
柴田　莉香
井上　双葉
米野　仁子
堀内　彩乃
今井　理一郎
望月　沙美
小野内　貴也
井上　心結
真田　優月
渡邉　鴻

西尾第1団

西尾第5団

岡崎第3団
蒲郡第1団
豊川第1団

豊川第7団

豊橋第4団
豊田第34団
豊田第24団
豊田第40団

みよし第1団

地区名 団　　名 氏　　名
直井　貴俊
鈴木　颯太
竹本　全
髙山　巧

名古屋第58団
あま第3団

西尾第6団

名古屋巽
尾張南

三河葵

隼スカウト章受章4名おめでとう!! （平成３０年７月１日～平成３０年９月１５日）

菊スカウト章受章47名おめでとう!! （平成３０年７月１日～平成３０年９月１５日）
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知多西南地区　常滑第8団　ベンチャー隊　喜多 祥太郎
救急法取得講習会に参加して

知多西南地区　副コミッショナー（ベンチャー担当）　福島 宏一

大きな声で！
知多東地区　半田第２団　ビーバー隊長　石川 恵子

知多西南地区スカウトフォーラム

知多北部地区　知多第１団　カブ隊長　白澤 攻修

私は、７月１５日(日)に救急法
取得講習会唯一のベンチャー
スカウトとして参加しました。
いつもは一緒に活動する仲
間も同学年のスカウトさえいな
い状況は、正直に言って憂鬱
なものでした。しかし、講師の
方々や、ボーイスカウトの皆さんが分け隔てなく接してくれて、とて
もうれしかったです。講習会の内容は、午前中は、実技が中心で
具体的には、搬送法や心肺蘇生、AEDなどを学びました。消防
士の方々が講師として来てくださって、意識のない人の発見から
救急車が来て、救急隊員の方々へ引き継ぐまでの応急処置を
学びました。救急車が来るまでの時間の対処の重要さ、躊躇や
失敗を恐れないことを学びました。午後からは主に座学が中心

でショック、食中毒、止血法、包
帯法、キズなどを学びました。包
帯法は、いままで知らなかったこ
とが多く特に面白かったです。
最後に、今回習った事は全

て今後生きるうえで必要な事で
あり、何一つ疎かに出来ませ
ん。いつでもすぐに行動できるよ
う心にしまっておきたいです。

7月21日（土）常滑 高
坂野営場にて知多西南
地区スカウトフォーラムを
行いました。「私達に出来
る社会貢献とは」をテーマ
に議論を行い、自分たちの
意見をまとめました。はじめ

は緊張気味でしたが、しっかりと自分の意見・考えを話すスカ
ウト達を頼もしく思いました。
今回のフォーラムでの採択事項を地区・隊・個人で実行さ

れる事を期待するとともに、支援を続けたいと考えています。

知多1団・3団のカブ隊は合同で、7月21～23日まで、宇賀
渓キャンプ場へ行ってきました。当初、「竜ヶ岳への登山」を計
画しましたが、酷暑が続いていたため、変更して「滝めぐり」を
行いました。思った以上に道中が険しく、「横がスグ崖の細い
道」「砂地で滑りやすい下り坂」や「１０メートルくらいある梯子」
など、スカウト達にとっては、一つ一つが先に進むためのミッ

ションとなり、行く手を阻んできまし
た。リーダーにとっては、安全に留
意することが多く、大変な「滝めぐ
り」でしたが、声を掛け、協力し合
い、１つずつをクリアする中で、ス
カウト達がひとまわりも、ふたまわ
りも成長する姿を、感じることがで
きました。

5月27日パワードーム半田にて緑の募金活動を行いました。
4月から新しく入ったスカウトは始めは通りがかる見知らぬ人

たちへ声をかけるのを恥ずかしがっていましたが徐々に大きな
声をかけることが出来るようになりました。
スカウト会館へ歩いて帰る途中に「なぜおかねをあつめてる
の？」というスカウトからの素朴
な質問から森林の大切さを話
し奉仕活動について学んでほ
しいと思いました。
帰りにはパワードームで買っ

たみたらし団子をみんなで食べ
ました。

滝めぐりの中で

ニュース & トピックス

〈知多〉

4



カブスカウトのキャンプは元気いっぱい！
穂の国地区　豊橋第１団　カブ隊長　加藤 孝和

８月１７日～１９日
の二泊三日で、カ
ブスカウト隊は緑
豊かな奥三河で
キャンプを行いまし
た。山間のわずか
な平地にあった小
学校跡の施設で
ボーイスカウト隊の

手伝いを受けながらカブスカウト達は助け合いながら楽しいプ
ログラムをすすめました。
２日目は、ビーバースカウトの見学もあり、隊員たちは少し足を
伸ばして昼食は五平餅。口いっぱいに味噌をつけながらほお
ばっています。いっしょに食した「蜂の子」に隊員たちはおっかな
びっくり、はじめて食べた感想は？？？
近くの渓流で水浴も少し水が冷たくて長くは入っていられま

せん。そして夜のキャンプファイアでは、一生懸命練習した出し
物で保護者の喝采を浴びてい
ました。
普段の街中での活動では味

わえない貴重な経験を積んで、
隊員たちはまたたくましく成長し
ていくことと思います。

豊田地区「菊スカウト 名誉協議会長表敬訪問」開催
豊田地区　組織・拡充委員長　鈴木 利幸

８月１７日(金)に豊田地区「菊スカウト 名誉協議会長表敬
訪問」を開催いたしました。名誉協議会長である太田稔彦市
長様に対して、平成３０年度菊スカウト取得者２０名・地区役
員、指導者、保護者３０名の総勢５０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
決意表明が行われ、太田市長様からは、菊スカウトに対し、激
励のお言葉をいただきました。

日本スカウトジャンボリーを終えて
三河葵地区　岡崎第８団　ボーイ隊
１７ＮＳＪ　愛知２１隊（飛翔隊）トナカイ班　多田 宇輝

今回の日本スカウトジャンボリーでは自分の班に中国人の
スカウトが一日だけでしたが入って一緒に活動することができ
ました。その中で特に大変だったのはコミュニケーションでし
た。料理でもプログラムでも説明は全て英語です。英語の苦
手な自分にとってはかなり難易度が高かったですが、料理では
ジェスチャーを使ったりしながら伝えていきました。それでも難し
いところはベンチャー隊の先輩に手伝ってもらいながらがんば
りました。プログラムでも手旗はとくに苦戦しました。ですが閉
会式では最後の花火で一緒に盛り上がることができ思いが通
じたようでうれしかったです。

清流の大切さを知る
碧海地区　刈谷第11団　カブ隊長　神谷 能宏

8月14日（火）～17日（金）3泊4日の夏季キャンプを岐阜
県付知峡で開催しました。一番は手作りカヌーです。設計図か
ら考え、骨組みは姫竹を使い、防水シートを巻いて完成しまし
た。見事に浮かんで楽しむことができました。また、カジカやド
ジョウを捕まえて川の生物の観察もしました。清流の大切さを
釣り名人のボーイ隊長から学びました。1日に3～4回のゲリラ

豪雨に耐えた3日間も最後
の日には雲一つない晴天
で、あの雨がうその様でし
た。スカウトからはお母さん
に会いたいと家族のありが
たさが分かったようでした。

ニュース & トピックス

〈三河〉
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熱気球に乗りました
尾張西地区　一宮第4団　総務委員　柴田 和仁

5月6日、母袋キャンプ場で、春のキャンプの三日目のメインイ
ベント、４年ぶりの熱気球に乗りました。早朝の為、眠く、準備し
ている時は風も吹いていてとても寒かったのですが、乗る時間
になったら風も止んでとても安定していました。周りの景色もよ
く山の稜線から母袋キャンプ場まで見渡す事が出来ました。

う～ん！難しいと言いながら、真剣です。
尾張南地区　あま第３団　カブ隊長　辰巳 美紀

副長の指導でロープワークの練習です、皆真剣に考え取り
組みました。最後は「こんなに綺麗に仕上がりました！」 

８月５日隊集会にて

江南3団ボーイ隊は6月の隊集会でツリークライミング体験を
実施しました。
体験会をお願いしたのは扶桑に事務局を構えるツリークライ

ミングクラブ「みゃあ」さんです。丁寧な指導を受けた後、最初は
ぎこちなく、ゆっく～り登っていたスカウト達ですがすぐに慣れて、
グイグイ登れるようになり、ツリーボートでく
つろいだり、枝に腰掛けたりと自然の中、
思う存分ツリークライミングを楽しみました。
ロープワークは自分達の最も得意とする
スカウト技能（？）。それを駆使すれば、「自
分の身体を持ち上げる事だってできるし、
こんな楽しい事ができる！」ってロープワー
クの奥深さや用途の広さにスカウト達は気
付いてくれたかな？

ロープでスイスイ！ちょ～気持ちいい！！
尾張東地区　江南第3団　ボーイ隊長　林 裕之

50周年記念キャンプ
尾張西地区　稲沢第3団　団委員長　柴田 吉彦

9月15日、16日、稲沢３
団野営場で、発団５０周
年記念キャンプを行いまし
た。団関係者だけで行う内
輪のキャンプで、見晴台・
餅つき・竹灯籠・キャンプ
ファイヤー・流しソーメン・
菓子まきなど、ワクワクする
活動内容でした。目玉は流しソーメンで、見晴台から延長３０ｍ
の壮大なものでした。またキャンプファイヤーの後、幻想的な竹
灯籠に感激するなど、楽しい二日間を過ごすことができました。
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ニュース & トピックス

〈尾張〉



ＬＡスカウトウェルカムパーティー
名古屋巽地区　名古屋第12団　カブ隊副長　臼井 由紀子

７月30日から３泊４日、第17回日本スカウトジャンボリーに参
加するために来日したロサンゼルスのスカウト２名を、我が家で
ホームステイの受け入れをしました。
名古屋城などを観光した後、31日の夜は、太平寺にて団の
皆さんにウェルカムパーティーを開催して頂きました。わんこそ
うめん大会や焼き鳥、スイカ割りや花火をして楽しく過ごす事
ができました。
平日の夜にも関わらず、たくさんのスカウト、リーダー、保護者

が集まり、子供たちは、外国
人との触れ合いを通じて、
言葉は通じなくても、気持ち
は伝わる事を学び、良い経
験となりました。

名古屋第19団デイキャンプ
名古屋西部地区　名古屋第19団　組織・拡充委員　河村 信彦

7月1日(日)しあわせ村キャンプ場(東海市)にて、ビーバー
隊、カブ隊の体験会を兼ねてボーイ隊を交えたデイキャンプを
実施しました。
プログラムは、大型タープ張り、ナイフ技能の習得 (フィールド
マスターチャレンジ章)、五平餅とアイスクリーム作り、流しそうめ
んからシャボン玉遊びなどかなり詰め込みましたが、リーダー、保
護者やボーイ隊のサポートで完成度の高いものになりました。
子供達のイキイキした笑顔とそれをサポートできる喜びを感じ

た1日でした。これからも新しい仲間を加え、ますます魅力あるプ
ログラムを展開していきたいと思います。

災害訓練!!
名古屋北斗地区　名古屋第64団　カブ隊長　児島 吉男

6月10日(日)に名古屋
市北区深町神社にて災
害訓練を行いました。日
頃から仲良しの名古屋第
71団と名古屋第79団の
仲間と一緒に災害ボラン
ティアの方による、災害
の時にどのように行動す
るかのお話とお菓子から作る非常食の講習会に参加しました。
災害の話では、スカウト達は静かに聞き入っていました。
非常食作りでは、じゃがりこからポテトサラダを、カップに入れ

た塩味のせんべいからはお吸い物を作りました。後、フライパンで
10個位のゆで卵が用意できました。皆で一生懸命楽しく作り、
美味しくいただきました。

名古屋千種地区ベンチャー合同会議
名古屋千種地区　名古屋第９１団　ベンチャー隊長　勝田 信司

本地区では、一個隊のスカウト人数の減少により、スカウト
のニーズに合った活動が難しくなっている状況を打開するため
に、地区全体でベンチャー合同会議を組織し、活動の活性化
を図っています。活動は定例会議（毎月第２日曜日、自由ヶ丘
会館にて実施）で、進歩に関わる企画や交流を目的とした活
動などを話し合い、それぞれの活動計画書を作成し、リーダー
の承認後に充実した活動を展開し、場合によっては、随時臨
時会議を開催したり、LINEによる連絡網を駆使して担当の案
を示し合ったりもしています。その結果、７月8日には地区フォー

ラムを自由ヶ丘会館で実施
し、８月２６日には、猪高の
森キャンプ場にて、技能章
講習会や親睦会を開催し、
成果を上げています。

ニュース & トピックス

〈名古屋〉
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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。

全国ローバースカウト会議（RCJ Re:Quest）に参加全国ローバースカウト会議（RCJ Re:Quest）に参加

8月23日～26日：茨城県　高萩スカウトフィールドにて開催
名古屋北斗地区　名古屋第３０団　ローバー隊　間瀬 知美

私は現在、長野県の信州大学のローバー隊（発起人）で活動中です。今迄RCJには
参加した事が無かったので行く迄はとてもドキドキでした。行ってみての感想は「懐かし
い」でした。かつて地元で参加した頃や、ジャンボリーに参加した時の事が思い出されまし
た。やはりローバーになっても沢山のスカウト
と大きなキャンプがしたい、そう思いました。今
回の1番の目的は、他のローバースカウトとの
交流でした。毎晩の全体プログラムで、多く
のローバーと知り合う事が出来たので、これ
から交流していくキッカケになれたら良いなと
思います。とても濃くて楽しい4日間でした！

お慶び（知事表彰）お慶び（知事表彰）

９月６日、愛知県庁講堂において、「平成３０年度ボランティア功労者
表彰式」が実施されました。
今回は、櫻井　茂生氏（愛知連盟常務理事・総務委員長）が受賞さ
れ、大村愛知県知事より知事感謝状が授与されました。

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
設置され、７月５日、愛知県議会議事堂ラウンジにおいて、総会が開
催されました。本会は、超党派の議員５４名で構成され、今回の総会
では、冒頭で会長の辞意があり、会長代理に、堀嵜純一幹事長が就

任し、会の進行を進
められました。
本総会では、活動
報告・決算報告や今
夏の１７ＮＳＪへの熱
中症対策用飲料費
の贈呈がされました。

６・２６ヤング街頭キャンペーン実施６・２６ヤング街頭キャンペーン実施

6月26日の国際麻薬乱用撲滅デーを中心に、全国一斉に、薬物乱
用防止の為、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を行っており、その一環とし
て、6月24日（日）名古屋栄地区で、名古屋北斗地区ボーイ隊・ベン
チャー隊、ガールスカウト、金城学院大学薬学部のヤングボランティア
による街頭啓発活動が実施されました。
スカウト達はひとりでも多くの人に理解を深めてもらえる様に、大きな
声で呼びかけました。


