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富士スカウト 県知事表敬訪問
平成３０年度富士スカウト章を受章した１２名が、永井代表理事・澤スカウト進歩委員長・長谷川県連盟コミッ
ショナーと共に３月２８日（木）、名誉連盟長であります大村秀章愛知県知事を表敬訪問しました。富士スカウト
を代表して弥富第1団の佐藤瑞起さんが誓いの言葉を述べ、知事から労いと励ましの言葉を頂戴しました。
スカウトにとっては大きな励みとなり、今後の活躍が期待されます。

ボーイスカウトの皆さん、こんにちは。
私は陸上自衛隊第10師団に勤務し

ており、我が師団は東海・北陸６県の防
衛警備、災害派遣を担当しています。
私のボーイスカウト歴は小学校の数
年程度でしたが、熊本県阿蘇第４団の

一員として様々な貴重な経験をさせていただきました。
手旗、ロープ結索やキャンプ等技術的な事を色々と学びまし

た。そしてそれ以上に学んだのは、人としてのあるべき姿です。
挨拶や目上の方への言葉使い、マナー、そして制服の着こなし
等をきめ細かく教えていただきました。団長がご住職というお仕
事の影響もあったとは思いますが、“正しく生きる”ことを、小学
生ながらにボンヤリ感じたものです。
そしてもう１つ学んだ事は「備えよ常に」です。当時はその意
味もよく理解できませんでしたが、その本質を、身をもって体感し

たのが、陸上自衛隊に入隊してからです。
どんな非常事態が起こるのかを普段から予測し、そしてそれら
に対処するため、自分の心と体、必要なモノを常に最善の状態
にする、のが陸上自衛官です。特に大切なのが、「普段から予
測する。」ことであり、常に頭を働かせ、「これから何が起きるの
か。」を考え続けることです。そうすれば、心と体はそれらに備えよ
うと自然に動き始めるのです。
昨年は２月の福井豪雪、７月の西日本豪雨では、千数百名の
隊員を派遣し、人命救助に
あたりましたが、まさに「日頃
からの備え」が試された事
態でした。
ボーイスカウトの諸君!!  

「備えよ常に」。

愛知連盟は創立から70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、甲斐 芳樹様をご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.16

元 陸上自衛隊第10師団長　陸将　　甲斐 芳樹様
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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

おめでとう‼
富士スカウト顕彰‼

第39回図画写真コンテスト表彰式

小学2年生の春に兄が活動している名古屋第67団に憧
れ、入団しました。どのプログラムもワクワクする活動でした。
私は負けず嫌いで、「絶対に富士スカウト章に進級する!」と
いう思いでやってきました。これは67団の仲間やリーダーの
支えがあったからこそ受章できた
のだと思います。
そして、普段の生活では体験で

きないことを、ボーイスカウトを通し
てたくさん経験することにより、もっ
と広い視野で世の中を見てみたい
という思いから、海外への進学を
選びました。海外のボーイスカウト
と日本のボーイスカウトの架け橋
になれるよう、頑張っていきます。

平成最後となる図画写真コンテストの表彰式が、1月13日（日）中区栄の名古屋市
教育館で開催され、 冨田愛知連盟組織・拡充委員長から入賞者に表彰状と記念品
が手渡されました。
応募総数は725点。その中から、厳しい審査を経て53点の作品が入賞しました。
入賞作品は、12月28日から1月9日までセントラルパーク市民ギャラリーに展示され、
多くの人にご観覧いただきました。表彰式当日は館内の展示ホールに展示され、入賞
者が作品の前で、嬉しそうに記念撮影をしている姿が印象的でした。

名古屋西部地区　名古屋第６７団　ローバー隊
河野 桜子

ベビーカーに乗っていた頃からボーイスカウトの世界にいまし
た。名古屋第91団で活動することができ、本当に感謝の気持
ちで一杯です。それは、富士スカウト章に進級した今だから分か
る有り難みかも知れませんが、ベンチャーになり地区や県内のス
カウトにそれぞれの団の話を聞く機
会が増え、様々な知見を得られたと
同時に、私の所属団には多くのス
カウトが集い、互いに切磋琢磨し、
豊富な経験をさせてもらっているか
らです。
最後に、ここまでの道程で隊長

をはじめ、お世話になりました方々
に心から感謝を申し上げ、更なる研
鑽を誓います。

3月17日（日）名古屋ルーセントタワーにて「平成30年度
富士スカウト顕彰」が行われました。富士スカウト章はスカ
ウトの最高の栄誉であり各自の努力の成果です。
第一部「富士スカウト顕彰セレモニー」、第二部「フジ

トーク」（受章スカウトらによるグループ講演）第三部「祝賀
会」のスケジュールで開催されました。

名古屋千種地区　名古屋第９１団　ベンチャー隊
横山 元樹



愛知ローバームート2019
平成31年3月22日‒24日に日和田高原ロッジ・キャンプ場

にて愛知ローバームートが開催されました。
「ローバーのローバーによるローバーのための野営大会」を
コンセプトに 実行委員会と参加者が互いに寄り添いながら野
営大会を作り上げていきました。
当日は、24人のローバースカウトやその同年代指導者が集

まり、日和田高原の自然を存分に生かしたアクティビティや
ローバーリングを深めるための討論会を行いました。参加者は
慣れない雪中キャンプの中、事前に学んできた知識を活かし、
仲間と協力しながら、野営生活を楽しんでいました。

フィルモント派遣
今年のフィルモントは、アメリカニューメキシコ州シマロン　フィ

ルモント野営場で７月２１日～８月２日のトレイルとロサンゼルスで
の３泊４日のホームステイの内容となっている。愛知からは、6名の
ベンチャースカウトと２名の指導者が派遣される予定で、選考が
進められています。参加者は１つのクルーを組み、標高2,000ｍか
ら4,000ｍの高地で11泊12日間に渡る約１００ｋｍのコースに参
加し、体得した知識・技能・精神を高めることができる。

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

地区名 団　　名 氏　　名
南川　芳輝
倉橋　天志
堀田　彩葉
梅田　健太
野村　郁斗
近野　圭吾
茂谷　唯
清家　啓貴
山口　大翔
片桐　颯太
三浦　友希
橋　豊
新倉　和真
山川　凌
川上　凜
吉田　すずな
佐治　直紀
関村　衣莉
横井　慎太郎
山田　宇人
梅村　吏央
柳井　優穂
杉原　虎哲
中居　拓海
安江　雷月
富士井　元哉
舩橋　愛奈
成瀬　志穂
藤原　あすか

名古屋第1団
名古屋第19団
名古屋第8団

名古屋第67団

名古屋第109団
名古屋第112団
名古屋第111団
名古屋第23団
名古屋第41団
名古屋第19団

名古屋第87団

名古屋第35団

名古屋第30団

名古屋第42団

名古屋第79団

名古屋第82団

名古屋第101団

津島第3団

尾張南

尾張東

尾張西

知多東

知多北部

渡邉　亮太
辰己　由奈
荒引　空
佐藤　良真
青木　絢瑚
常山　莉奈
丸谷　涼寧
中島　みずき
高井　美結
齋藤　柚季
佐藤　世唯
三輪　浩太朗
岩瀬　左帆
東山　このか
山内　晴太
永田　崇悟
岩井　颯太
橋田　夏菜
長屋　篤典
神田　晴登
岩田　理央
大野　瑠己
前田　夏来
野々垣　祐汰
番馬　明琉
加藤　怜
桝谷　知希
鈴木　由香
西川　優月

地区名 団　　名 氏　　名

知多北部

三河葵

穂の国

豊田

東海第2団

大府第3団
大府第1団

東海第3団

大府第3団

大府第2団

大府第3団

岡崎第8団

幸田第1団
幸田第3団
岡崎第3団

岡崎第5団

岡崎第8団
幸田第1団
豊川第5団

豊田第34団

西村　優希
加藤　梨花
小島　実樹奈
山田　翼
山田　拓海
杉江　のどか
安藤　颯祐
木下　朝陽
鈴木　皓太
木村　優希
後藤　楓太
今松　翔太郎
後藤　陽太
堀尾　勇友
坂野　天飛
鷹羽　こころ
神谷　京花
藤野　有紋
二村　知賀子
尾羽　杏介
田邊　凱樹
橋本　百合子
石川　颯汰
柳川　俊介
宮川　創太郎
下前　美公
永田　敦也
宇井　颯汰
深津　健伸

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名
石川　裕太
杉山　海斗
土屋　誠悟
楯　正光
日坂　晴人
原　健

バースタッド 光貴
土方　桃花
西野　ちなせ
宮川　陽菜

名古屋第109団
名古屋第16団
名古屋第121団
名古屋第126団
名古屋第89団
名古屋第91団
名古屋第87団
名古屋第75団
名古屋第101団
あま第1団

尾張南

尾張東

知多西南

三河葵

あま第1団

大治第1団
清須第1団
春日井第2団
春日井第4団
春日井第10団
常滑第8団
岡崎第5団
岡崎第13団

吉川　もえ
近藤　穂高
矢ヶ部　直哉
長屋　琉我
又平　泰輔
伊藤　輝亮
小林　健斗
亀岡　太一
佐藤　絢美
三好　香菜

地区名 団　　名 氏　　名

穂の国

豊田

田原第1団
豊川第1団
豊橋第9団

豊田第34団

みよし第2団

村田　莉音
横田　淳至
井口　壮太
柴田　瑞希
山本　恭子
板倉　史歩
鵜飼　華帆
中嶋　瞳

名古屋西部

名古屋千種

名古屋北斗
尾張南

津島第3団
あま第3団
蟹江第1団

春日井第2団

春日井第8団

春日井第10団

小牧第2団

江南第1団

江南第3団
犬山第5団
一宮第10団
稲沢第10団
一宮第4団

一宮第10団

半田第6団

東浦第1団

東海第3団

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名

尾張南

尾張東

知多東

津島第3団
蟹江第1団
北名古屋第2団
日進第2団
瀬戸第6団
半田第3団

藤原　太一
若山　瑚雪
玉井　友梨
平田　遥香
小川　優輝
榊原　近衛

地区名 団　　名 氏　　名

知多東

三河葵

豊田

半田第3団
半田第6団
幸田第1団

みよし第1団

家田　航汰
山頭　由征
福井　涼一
大羽　瑠偉
光岡　友愛

名古屋西部

名古屋千種

尾張南

名古屋第67団

名古屋第91団
名古屋第89団
名古屋第87団
津島第3団

河野　桜子
松本　幸也
横山　元樹
日坂　晴人

バースタッド 光貴
井上　智貴

隼スカウト章受章28名おめでとう!! （平成３０年９月１６日～平成３１年３月３１日）

菊スカウト章受章87名おめでとう!! （平成３０年９月１６日～平成３１年３月３１日）

富士スカウト章受章17名 おめでとう！！ （平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）
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2月23日、知多東
地区半田第１団は
半田第2団、7団と
合同で岐阜県にある
ホワイトピアたかすス
キー場でスキー訓練
を実施した。初めて
スキーをするスカウト

もおり、最初はブーツを板にはめることさえ苦戦していたが、訓
練が終わる頃には皆一人で滑れるようになっていた。今まで
半田第1団は毎年スキー訓練を行っていたが、数年前から所
属スカウトの減少に伴い参加者不足で実施していない状況
が続いていた。合同でプログラムを実施することで、複数の班
を編成することができるため、様々な場面において班対抗を
意識することができ、スカウトにとって今後の活動に対するよ
い刺激となった。また、同じ地区内であっても普段なかなか交
わることのない
他団のスカウト
と交流すること
ができ、お互い
に良い思い出が
できた。

4

待ちに待ったスキー訓練‼
知多北部地区　知多第1団　副団委員長　今井 芳夫

知多第1団と3団は、合同で2
月１日～3日で長野県木島平ス
キー場に行ってきました。前日ま
では吹雪が、一転して好天に恵
まれ絶好のスキー日和となりまし
た。スカウト16名合計29名が参
加しました。初心者7名はインス
トラクターによる半日の団体レッ

スンを受け、午後は指導者が手分けをして、指導しました。当日は
ゲレンデ祭りで、松明滑走や打ち上げ花火もあり、スカウトも手
持ち花火ができました。帰りのバスでは、すでに来年を楽しみに
するスカウトの話で盛り上がりました。

団フェスティバル

１月２０日日曜日、常滑
市の前山会館にて年に
一度の団フェスティバル
を開催いたしました。
テーマは「日本の伝統
文化」
年始から続いていた天
気もここにきてあいにくの
雨となり、足元が悪いせ

いか人がなかなか集まらず開会式は関係者のみで始まりました。
それでも徐々に一般の方も増えてきて、中には入隊希望者も。
各ブースでは餅つきをしたり、お茶の作法を学んだり、自分で
作った缶ポックリでポクポクとお散歩に出かけたり、コマを作り回
転時間を競い合ったりしました。
お餅はやっぱり日本のソウルフード。イベント最後に食べたきな
粉もちと餡子餅は小さなお子さ
んもペロッとたいらげていました。
目標の来場者数には及ばな

かったものの、ここ最近ではなか
なかめずらしいイベント内容に一
般の方々もスカウトもすごく楽し
そうでした。

合同スキー訓練
知多東地区　半田第1団　ボーイ隊副長補　榊原 凛人

2月10日に東
海市のスカウト
100名余りが集
合してベーデン
パウエル（BP）
祭を兼ね楽しく
集会を行った。
（参加団：東海市のボーイスカウト4個団・ガールスカウト愛
知６４団）
BPの導入劇から始まり各団がブースを1つ運営し5ブース

をスカウトが周り体験した。
ブースはスカウト技能（ロープワーク）活かしたもの・ク
イズ形式でBPについての再認識・環境に纏わる資源分
別ゲームなど各団趣向を凝らして大勢のスカウトが楽しく
過ごせました。

知多北部地区　東海第４団　団委員長　早川 権慈

東海市のボーイ・ガールスカウトが
合同集会開催‼ 知多西南地区　常滑第６団　団委員　竹内 教記

ニュース & トピックス

〈知多〉
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１月２０日日曜日、常滑
市の前山会館にて年に
一度の団フェスティバル
を開催いたしました。
テーマは「日本の伝統
文化」
年始から続いていた天
気もここにきてあいにくの
雨となり、足元が悪いせ

いか人がなかなか集まらず開会式は関係者のみで始まりました。
それでも徐々に一般の方も増えてきて、中には入隊希望者も。
各ブースでは餅つきをしたり、お茶の作法を学んだり、自分で
作った缶ポックリでポクポクとお散歩に出かけたり、コマを作り回
転時間を競い合ったりしました。
お餅はやっぱり日本のソウルフード。イベント最後に食べたきな
粉もちと餡子餅は小さなお子さ
んもペロッとたいらげていました。
目標の来場者数には及ばな

かったものの、ここ最近ではなか
なかめずらしいイベント内容に一
般の方々もスカウトもすごく楽し
そうでした。

合同スキー訓練
知多東地区　半田第1団　ボーイ隊副長補　榊原 凛人

2月10日に東
海市のスカウト
100名余りが集
合してベーデン
パウエル（BP）
祭を兼ね楽しく
集会を行った。
（参加団：東海市のボーイスカウト4個団・ガールスカウト愛
知６４団）
BPの導入劇から始まり各団がブースを1つ運営し5ブース

をスカウトが周り体験した。
ブースはスカウト技能（ロープワーク）活かしたもの・ク
イズ形式でBPについての再認識・環境に纏わる資源分
別ゲームなど各団趣向を凝らして大勢のスカウトが楽しく
過ごせました。

知多北部地区　東海第４団　団委員長　早川 権慈

東海市のボーイ・ガールスカウトが
合同集会開催‼ 知多西南地区　常滑第６団　団委員　竹内 教記

ニュース & トピックス

〈知多〉



ニュース & トピックス

〈三河〉
三河葵地区スカウトラリーを開催
三河葵地区　副コミッショナー(ボーイ担当)　下村 秀樹

『おいしー！』子ども達の笑顔は最高です！
穂の国地区　田原第１団　団委員長　足立 哲也
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荘川シャワークライミング
碧海地区　碧南第１団　ボーイ隊副長　石川 幸男

より良きスカウト活動を目指して！
豊田地区　組織・拡充委員長　鈴木 利幸

平成３０年１１
月１１日（日）に西
尾市幡豆町の愛
知こどもの国あさ
ひが丘全域を使
用し、地区スカウ
トラリーを開催し
ました。
ボーイスカウト

１１３名(２２班)が
参加し、班集会がどこまで活かされるか、力を出すかが試され、
最初は１枚のジクソーパズル１辺が渡され、班員が協力して
作ると１畳ほどの地図が出来上がり、それによりスタートしまし
た。
幡豆町は、名古屋城などの城壁に使用された御影石で有
名な地域であり、それを想定にキムスや歩測、方位角を使用

したゲームを展開しました。
また、ローバースカウトが各
ポイントで奉仕し、活躍す
るなど、三河葵地区ボーイ
スカウト全員で交流しなが
ら、盛り上がることができま
した。

この度、田原パシフィックロ－タ
リークラブ様からの協力要請をい
ただき、児童養護施設の子供達と
デイキャンプを行いました。３歳児
から高校３年生までの約３０名の
子どもたち、ロータリークラブの
方々、そしてボーイスカウト指導者
あわせて８０名の一大イベントとなりました。
中高生たちとテントを一緒に設営し、飯ごうでご飯を炊きカ

レー作りを行いました。出来上がったカレーを頬張る子どもた
ちのうれしそうな顔に大成功と喜びもひとしおです。
ボーイスカウト活動として、地域の子どもたちにキャンピング
の楽しさを伝えることのできた一日でした。

２月３日（日）地区主催の「うた・うた・うたセミナー（スカウト
ソング研修会）」が開催され、隊指導者の方が、活動の中で
明るい歌声がこだまし、元気な活動ができるようスカウトソング
やアクションソングの研鑚に励みました。また、２月１７日（日）
地区主催で第１回「女性指導者セミナー」が開催され、団運
営や隊活動の活性化を図るため、隊指導者・団委員さんの

女性指導者が女性ならではの目
線で見た団内の課題や疑問等
に対し、活発な意見交換を行
い、情報共有しました。指導者・
団委員さんも、スカウトのため
に、より良き活動が提供できるよ
う日々研鑚に努めています。

昨年の夏、岐阜県荘川町のシャワークライミングに参加し
てきました。自然の川を下流から遡っていくアクティビティで
す。体が冷えないように、怪我をしないようにとウエットスーツと
ヘルメット着用のため、受付場所から現地までのバスは暑くて
地獄でしたが、川についた後の冷たい水の中は快適で天国
のようでした。前日までの台風の影響で普段より20ｃｍ程水
量が多く、途中「うおがえり」と呼ばれる難所（急な滝）を登っ
た時はとても苦労しましたたが、登り切った時には全スカウト
大きな達成感を得ることができました。
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ミスターXを探せ！ 他団の仲間と交流会
尾張東地区　日進第2団　ビーバー隊長　伊佐治 伸庫

尾張南地区ビバリンピック
尾張南地区　弥富第１団　ビーバー隊長　水野 正美

２月１７日（日）に団行事とし
てＢ－Ｐ祭を行いました。
ボーイ隊からビーバー隊まで

を縦割り班に分け、各隊指導
者と団委員が担当するブース
を班ごとに回り、得点を競いま
した。最後には暗号を解いて
宝物をゲットしました。中には
ベーデン－パウエルのメッセー
ジが書かれた手紙が入ってお
り、ひとつひとつの言葉に感
銘を受けていました。これから
もより一層、一致団結して活
動に取り組んでいきたいです。

このメンバーで劇がやりたい！
尾張南地区　あま第１団　ベンチャー隊　林 荘吾

僕たちは２月３日、あま市文化会館で【あま１祭】を開催しま
した。ビーバー隊とカブ隊はダンスを、ボーイ隊、ベンチャー隊
は劇をそれぞれ披露しました。
「ベンチャーの皆と本格的な劇をやりたい」そう思い始め計
画をしましたが、何度も脚本を書き直したり、忙しい中何日も
集まって練習したり、大道具を作ったり小道具を用意したり
…。想像以上に大変で、完成しないのではと心が折れた時も
ありました。しかし、あま１団の皆の協力や施設の方々の助け
もあり無事やりきる事ができ、関わってくれた皆に感謝の気持
ちでいっぱいです。

おとなりの団
（日進第1団）と
の交流会。いつ
もと違う顔ぶれ
に初めは恥ずか
しそうに、でも嬉
しそうなスカウト
たちです。
今日のミッションは、なんと、宝箱のカギをミスターXが持ち

出した！みんなで探すことに！挑戦状を手掛かりに謎を解き明
かすために森に分け入ります。そして分かれ道でスカウトサイ
ンを発見！ついに隊長（私）のリュックからカギが発見されまし
た！スカウトたち「ミスターXはおまえだ！」と犯人を捕まえて喜ん
だものの、あれ～？隊長はずっとみんなと一緒にいたのに
ね・・？と半信半疑の表情。でも、みんなで力を合わせてがんば
りましたね。小雨の降る中でしたが楽しい活動ができました。

Ｂ-Ｐ祭だよ 一宮第１０団全員集合～！！
尾張西地区　一宮第１０団　ボーイ隊長　高木 秀輔

尾張南地区では11月10日にビーバー隊合同隊集会として、
運動会「ビバリンピック」を開催しました。半日のイベントでした
が、地区内各団からスカウトが沢山参加し、おおいに楽しむこ
とができました。地区内の初めて会う友達ともすぐに仲良くな
り、協力しあえる姿はスカウトならではだと思います。

ニュース & トピックス

〈尾張〉



3月3日（日）、千種区の星が丘テ
ラス、イベント広場にて「防災」を
テーマに『親子であそんで♪まなぼ
うさい』を開催しました。
今年で3回目となる「千種地区女
性リーダーの会」が企画するイベン
トで、会場では防災士による防災ミ
ニ講習会を始め、防災クラフト、丸
太渡り、防災クイズなどをスタンプラ

リー形式で行いました。体験コーナーで
は、簡易トイレの展示や非常食のストック
の仕方を紹介。
来場者に親子で楽しく防災について学

んでいただくと共に、チーフを巻いた千種
区のマスコットキャラクター「こあらっち」と
もふれあいながら、ボーイスカウトを多くの
方々に知っていただく1日となりました。
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全クリ！ チャレンジ章！！
名古屋北斗地区　名古屋第30団　カブ隊　くまスカウト　中西 優稀

僕はカブ隊に上進した時から
チャレンジ章を全部とりたいと
思っていたので、達成できてと
ても嬉しいです。
一番大変だったのは、気象
学者です。気温や自分で作った
風向計で風向きを毎日記録した
り、天気図を調べたり大変でした。でも、調べた事は学校の授業
で役にたちました。
特に楽しかったのは、一つは収集家です。好きなゲームのカー

ドをアイテムごとに整理して発表しました。もう一つは、フィッ
シャーマンです。初めて釣れた時は嬉しかったし魚拓も面白くて
釣りが大好きになりました。
ボーイ隊にあがっても色々なことにチャレンジしていきたいです。

木曽福島スキー訓練

２月２・３日と木曽福島スキー場でスキー訓練を行いました。
当日は天気も良く、頂上から見る御嶽山は格別です。スカウト
達は、御目付け役のリーダーと思い思いのシュプールを描い
ていました。久しぶりに滑るスカウトは、最初は転んでばかり
で、半べそをかいていましたが、少しのアドバイスで、調子を取
り戻し、最後は気持ちよく滑っていました。
夜は宿の囲炉裏端で、恒例の「焼きマシュマロ」に舌鼓。一
泊二日のスキー訓
練を通して、今年
初めて上級コース
に挑戦したスカウト
もおり、昨年より
其々進歩の跡を見
る事ができたス
キー訓練でした。

防災イベント「親子であそんで♪まなぼうさい」
名古屋千種地区　名古屋第22団　ビーバー隊副長　加藤 麻由美

2019年1
月6日、天白
区全久寺さ
んで行われ
た初集会は
スカウトから
の 要 望 も
あってお餅
つきをしまし
た。蒸しあがるお米の香り、臼の重量感、杵を振り上げた時の
持ちの高まり、ぺったんぺったんという響き、取り分けてもらっ
たお餅の柔らかさ。どれもが非日常であり、新年を仲間と迎え
ることができた喜びでいっぱいでした。地元の神社を参拝し、
伝言ゲームを静かに熱く行
い、部分日食が真上で進んで
いても誰も気づかないくらい
充実した時間を過ごしました。

名古屋巽地区　名古屋第1団　組織拡充委員　南川 綾子
恒例になるかな？お餅つき

名古屋西部地区　名古屋第１１団　カブ隊長　森田 孝志

ニュース & トピックス

〈名古屋〉



12 古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。

ハイアドベンチャープログラム 2019ハイアドベンチャープログラム 2019

3月28日（木）～31日（日）、鳳来寺山、棚山高原、宇連山、
新城四谷の千枚田、鞍掛山、岩古谷山を縦走する東海自然
歩道を中心とした奥三河地域の広大なフィールドと新城吉川
野営場を会場として、2泊3日の山岳トレイルによる移動野営と
野営場での大型構築物製作を行いました。ベンチャースカウト
10名は自身で計画を立
て、ローバースカウトの支援
を受けて各々のプロジェク
トに挑みました。隼章スカウ
トへの足掛かりになってく
れることを願っています。

学生と企業とのリクルート懇談会開催学生と企業とのリクルート懇談会開催

２月５日（火）名古屋国
際センター別棟ホールに
て開催。特別維持会員２１
社の参加企業様のご支
援をいただき、真剣な眼差
しで２６名が参加しました。
（株）リクルートキャリア河

村法征様の特別講演では、「ボーイスカウトでの経験を就職活
動の武器にしよう！」というテーマでレクチャーを受け、「採用環
境と就職活動のスケジュール」、「社会で求められる力」など丁
寧な説明に参加者一同は耳を傾けていました。今回は、参加
企業様と学生面接会も体験する時間を設けて、少し緊張した
参加者もありましたが、今後の就職活動に向けた心構えを作り
だすことがで
き、とても良
かったという
感想もいただ
きました。

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。

森の行者 コノハズク　～更なる高みを目指して～


