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第７０回全国植樹祭あいち２０１９

小学校４年生から中学校時代まで
ボーイスカウトにお世話になった。１９６
５年から１９７０年頃のことである。その
後、高校生になっても、何度かカブス
カウト活動のお手伝いをした。

仰 し々く３本指を立て、「ちかい」をたて、「おきて」を唱える。
集団活動の中で、幼少の頃は班長（組織）に従い、年長に

なれば班長として組織をリードする。入団当時、３か条の「ちか
い」や１２の「おきて」は、丸暗記こそすれ、理解できない部分も
あった。歳を重ねてみて、なるほどと感じた。
ワンパク坊主でよく先生に叱られた私が、何とか人並みにな
れたのはボーイスカウトのおかげだ。これだけは、モットーとして
体に染みついている。「自分のことは自分でする」「人の力にな
る」そして、「備えよ常に」である。

野営やオリエンテーリングを楽しんだこと、他の団と競い合っ
たことなどを懐かしく思い出す。昔のテントは重く設営も難儀
だった。炊事では「立ちかまど」が得意であった。今でも「ロープ
の結索」や「三角巾の活用」はお手のものだ。
最近は、「おきて」の数も減り、表現も易しくなったそうだ。ま

た、目立つが故に少年たちの姿勢を正すのに一役買っていた
あのハットも、一時は姿を消していたと聞く。
世の中の変化に応じて改善していくことは重要だ。一方で、
規律を重んじ、自我の確立ができるまで少年たちに集団活動を
体現させることも大切である。その想いが、世の中からボーイス
カウトが信頼され続けてきた所以であろう。
この寄稿を機に、私たちOBがこうした経験をもっと発信せね
ばと感じた。令和の時代、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されて
います。今回のスカウトＯＢは、勝野 哲様をご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.17

中部電力株式会社 代表取締役社長 社長執行役員　勝野 哲様

令和となって初めての全国植樹祭が、愛知県森林公園で6月2日（日）に開催されました。
天皇皇后両陛下ご臨席のもと、式典行事や記念植樹などが行われ、間瀬琥太郎君（名
古屋第101団）、伊藤獅苑君（瀬戸第6団）、黒木乃絵さん（春日井第8団）のボーイスカウト
3名が国旗掲揚手の大役を果たしました。また、ベンチャー・ローバースカウトと成人指導
者60名が、美化活動や会場案内、植樹指導等の奉仕活動をしました。
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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３０年度 富士スカウト 代表表敬訪問！！

緑の募金、韓国で
鮮やかに開花しました

私は富士スカウトの代表として文部科学省と首相官邸に表
敬訪問しました。
文部科学大臣や副官房長官のお話は今まで努力してきたこ

との結果が実を結んだことを実感で
きるような力強く暖かいお言葉でし
た。また同じ志を持って集まった仲間
たちは、昔馴染みのように仲良くなる
ことができ、短い時間でしたが一生
の思い出になりました。この体験はと
ても刺激的でボーイスカウトの輪を
改めて感じ、他の誰でもない私自身
がボーイスカウトを盛り上げていきた
いという意欲にも繋がりました。

首相官邸・文部科学省への表敬訪問を通して
尾張南地区　蟹江第1団　若山 瑚雪

憧れの東宮御所表敬訪問
尾張東地区　日進第2団　平田 遥香

4月5日（金）～7日（日）に
韓国ソウル周辺にて、愛知
連盟・韓国ソウル北部連盟
ローバース緑化プロジェクト
が実施され、100本のツツジ
と1本の松を城北青少年文

化の家の屋上に植樹しました。5月上旬にはすでにツツジ
がピンク色の花を咲かせました。韓国スカウトの温かく細や
かな気配り・おも
てなしを受け、韓
国文化の中に
も日本と共通し
たものを発 見
し、韓国に親し
みを感じること
ができました。

全国大会 RCJ総会に参加

令和元年度全国大
会が5月25日(土 )・
26日 ( 日 ) に鹿児島
県の鹿児島市民文化
ホールで行われまし
た。遠方にもかかわら
ず、愛 知 連 盟から
12 名のローバースカ
ウトが参加しました。

Scouting Expo では、愛知ローバース会議（ARC）の活
動をポスターや動画で紹介しました。また、全国ローバースカウ
ト会議（RCJ）総会
は、愛知連盟から 3
名のローバースカウト
が RCJ 運営委員会
でも活躍することに
なりました。
ローバー活動の
魅力を再確認する良
い機会でした。

私は平成31年3月22日(金)に東宮御所へ富士スカウト
代表として表敬訪問させて頂きました。平成から令和に移
るという大きな節目の際に貴重な体験ができたことを大変

光栄に思います。
東宮御所に訪問することは、

はっきりとではありませんが、カ
ブスカウトの頃から憧れていまし
た。今、6年以上の月日を経て実
現したことに純粋な驚きを感じ
ています。
私はこれから富士スカウト章取
得をゴールではなく、1つの過程
として活かしていきたいです。

ボーイスカウトの最高位の章である「富士スカウト章」
受章者の中、第３７回「富士スカウト代表表敬」の愛知県代
表として、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。今年度の名誉ある代表者は、下記の
方々です。おめでとう！！
各々、表敬スカウトの代表として感想を頂きました。

所属地区
尾張南地区
名古屋西部
尾張東地区

所属団
大治　第１団
名古屋　第１９団
日進　第２団

氏　　名
伊藤　桃花
久野　奨真
平田　遥香

所属地区
三河葵地区
碧海地区
尾張南地区

東宮御所表敬　平成31年3月22日（金） 首相官邸・文部科学省表敬　平成31年3月27日（水）
所属団

西尾　第１０団
刈谷　第１団
蟹江　第１団

氏　　名
荒川　杏菜
山本　啓介
若山　瑚雪

愛知ローバース会議 議長　佐野 佑樹

愛知連盟・韓国ソウル北部連盟ローバース緑化プロジェクト派遣
派遣団長　池田 章浩



令和元年度年次総会・団委員長研修協議会開催
令和元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16日（日）に名古屋国際センター別
棟ホールで行われました。永井 淳理事長の挨拶では、ボーイ
スカウトを取り巻く環境は大きく変化し、少子高齢化・情報化
が進み、スカウト人口は減少し、その両親の働き方も、共働き
世帯が増えるなど、社会環境も変化していく中、一層の努力を
するべく決意を述べられました。また、議案審議についても滞り
なく承認がされ、議決されました。

総会に続き、午後は、団委員長研修協議会が開催されま
した。
冒頭に地区スカウトクラブの発足に伴う組織拡充顕彰の表
彰が行われ、引き続き「青少年育成環境の変化と青少年保
護育成条例について」と題した愛知県県民文化局県民生活

部社会活動推進課
主査 高野 智弘氏
の講演、「セーフ・フ
ロム・ハームの状況
と推進」と題した日
本連盟「セーフ・フロ
ム・ハーム」・安全委

員会委員長 増田 秀夫氏による講演、および「効果的なＰＲ
チラシの作成方法」と題した日本連盟 団支援・組織拡充委
員会副委員長 澤 朋宏氏の講演があり、年度事業スローガン
である“活動的で自立したスカウトを育てよう！！”について、共通
理解を深めました。

その後は懇親会が開かれ、来賓として衆議院議員 熊田 裕
通様  、愛知県議会副議長 
堀嵜 純一様にご臨席をいた
だき、激励の言葉をいただきま
した。そして、懇親を深めるとと
もに、研修協議会での講演内
容について熱い思いを語り合
い、スカウト運動の隆盛にむけ
て決意を固めました。

今回新たに選任された役員は、次のとおりです。

役　務
副理事長
地区代表理事

学識経験者理事

氏　名
氏家 邦政
岡﨑 俊文（名古屋千種地区）
三宅 耕一（穂の国地区）
長谷川 榮一（県連盟コミッショナー）
佐野 佑樹（ARC 議長）

高野 智弘氏 増田 秀夫氏 澤 朋宏氏

熊田 裕通氏 堀嵜 純一氏

地区名 団　　名 氏　　名
名古屋千種
名古屋北斗
尾張東

地区名 団　　名 氏　　名
井口　志音
山田　悠人
熊﨑　聡

名古屋第87団
名古屋第30団
江南第3団

知多東

知多西南

大崎　航平
間瀬　貴俊
竹内　陸
林　寛人
飯田　翔生

地区名 団　　名 氏　　名
穂の国

豊田

豊川第1団
豊田第1団
豊田第9団

浜本　晴汰
加藤　奏央撫
京田　優真

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名
内海　博貴
福井　亜弥
矢ヶ部　直哉
鷹羽　聡

名古屋第8団
名古屋第101団
大治第1団
豊川第5団

豊田 みよし第2団
沢田　覚史
水谷　文哉
宮﨑　陽香

地区名 団　　名 氏　　名

豊田 みよし第2団
栗﨑　萌
藤田　将也
加納　里彩

名古屋千種
名古屋北斗
尾張南
穂の国

半田第1団

美浜第1団

地区名 団　　名 氏　　名 地区名 団　　名 氏　　名
尾張南 あま第1団 近藤　穂高

地区名 団　　名 氏　　名
穂の国 豊橋第8団 小林　稔幸名古屋北斗 名古屋第30団 青木　春加

富士スカウト章受章3名 おめでとう！！ （平成３1年４月１日～令和元年６月３０日）

隼スカウト章受章10名おめでとう!! （平成３１年４月１日～令和元年６月３０日）

菊スカウト章受章11名おめでとう!! （平成３１年４月１日～令和元年６月３０日）
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次世代グローバルリーダー研修に参加して次世代グローバルリーダー研修に参加して

国際社会で求められ
ている次世代グローバ
ルリーダーを養成するた
め、愛知連盟がソウル
北部連盟の協力を得
て、６月７日(金)～１０日
(月)韓国ソウルで開催さ
れ、愛知連盟から４名の
指導者が参加しました。

令和元年あいちアフターフォーラムを終えて令和元年あいちアフターフォーラムを終えて

令和元年あいちアフターフォーラム副運営委員長　小笠原直希
令和元年あいち
アフターフォーラム
が6月9日(日)、ウィ
ルあいちで、昨年の
県フォーラムの討
論内容を実行に移
すべく開催されまし

た。ベンチャースカウト22名が参加、ローバースカウト20名が
会場の設営や司会進行、討論がスムーズに進むようなアドバ
イスを送るなどの奉仕を行いました。ベンチャースカウトが熱意
を持って積極的に討論に臨んでくれた結果、ふたつの企画書
と決議文が創り上げられました。フォーラムは終わりましたが、次
はベンチャース
カウトが主体と
なって企画書
の実行に移せ
るように、引き
続き尽力して
参りたいと思
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。


