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愛知からも積極的に国際交流へ‼

名古屋第１隊（後、名古屋第１団）
カブに入隊し、旧制服で八事～名城
小学校へ市電で通ったのは小学３年
の春、当時、米国人スカウトと合同で
三ヶ根山へ登り、道の無い坂下りで、

姉の忠告を忘れ、落とし物をする注意力散漫な少年でした。
第１回軽井沢日本ジャンボリーをカブで感動的に体験。１５
団分封後は、故安藤功隊長の下、週末は「スカウト魂」を班
野営で競い、最年少班で臨んだ年長隊富士野営は、初日に
優秀班賞を得る新興団の勢い。団仲間と別れ、東京で建築
を学んだ大学では、ラグビー三昧、就職と同時に、現役スカウ
トを卒業しました。
今、地域から都市の再生やデザインを担うシンクタンクで、役
所、商工団体、大学、地域の人々とまちの課題と宝を探し、未

来に導くまち
づくりは、「まち
の町医者」の
役割。歴史文
献を調べ、地
図を片手に歩
き、古老の話
を聴き、風景を
観察、記録を
解析する方法
は、スカウト訓練のおかげ、感謝につきません。
まちも村も、日本も世界も、地域再生が求められる今こそ、

「備えよ常に」のスカウト精神が必要です。愛知連盟の益々の
ご発展、ご活躍を祈念いたします。

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、尾関 利勝様をご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.18

㈱地域計画建築研究所　名古屋事務所　中部総括技監　尾関 利勝様

第 24 回世界スカウトジャンボリー(24WSJ)が7月22日から
8月2日までの12日間、アメリカ合衆国ウェストバージニア州に
て開催されました。会場となったサミット・ベクテル保護区は、
山手線の内側に匹敵する広大なハイアドベンチャーベースで、
ボーイスカウトアメリカ連盟が運営しています。
「UNLOCK A NER WORLD（新世界の扉を開こう）」のテー
マのもと、愛知連盟からは、参加隊、派遣団本部、ISTとして117
名が派遣されました。

２０１９年度フィルモント派遣は、７月21日～８月1日までア
メリカ合衆国ニューメキシコ州シマロンにあるフィルモント野
営場にて１１泊１２日のトレイルに参加する内容で、愛知連盟か
ら１クルー（スカウト6人・指導者２人）が参加しました。

第１回アジアジャンボリー・15団参加記念写真 後列右から５人目



2

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

始めに今回私がPhilmontの地に行く
ことが出来るように協力をしてくださった多
くの大人の方々、特に支援をしてくださっ
た隊長方、資金を出してくれた親に感謝を
します。
現地を訪れてアメリカのボーイスカウト

の大きさや、自分のこれからの活動で目指す目標が出来ました。

2019フィルモント派遣 クル－リ－ダ－　豊橋第8団　ベンチャー隊　鈴木 鴻之介

２０１９年  この夏、決して決して忘れられない体験をしまし
た。１つは、アメリカで行われた第２４回世界スカウトジャンボ
リー（7/19～8/5）です。自分は、８名のスカウトの班長として
班員１人１人が楽しかったと思えるよう班をまとめました。この
体験の中で、リーダーシップとコミュニケーション能力を磨くこ
とができました。もう
1つは富士特別野
営（8/10～16）で
す。この体験は、移
動キャンプ（那須
～高萩）を含む高
度な野外活動でし
た。一言でいうと厳

現地のプログラムでは日本ではできない多くのことをさせて頂
き、大変なことも多くありましたが、今まで
参加したどの大会よりも濃密で達成感の
ある物でした。この経験を今後の活動に
生かしていき、この派遣に参加したことを
誇れる様なスカウト活動を行っていきたい
と思います。

しいという言葉
しか思い浮か
びません。しか
し、この体験を
通じて得た多く
の学びを後輩
スカウトにも伝
承していきたい
という強い気
持ちがわきおこ
りました。２つの体験を通して、仲間の大切さがいかに重要な
ことかを感じました。これからのスカウト活動でもいい友情を築
いていきたいと思えるようになりました。

2019年 忘れられない夏の体験 尾張南地区　あま第１団　ベンチャー隊　近藤 穂高

24WSJの思い出
結団式・壮行会

水野派遣団長とばったり

他国スカウトと異文化交流

会場風景

プログラム

開会式

閉会式
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8/31,9/1の２日間にわたり、「情報処理とプレゼンテー
ション技術」修得研修会が、県連盟主催で開催されました。こ
れは今年から始まった取り組みで、小栗宏次県連盟理事のご
紹介により、愛知県立大学地域連携センターの協力を得て
開催されたもので、抽選により選ばれた３２名のスカウトが参
加しました。
最新鋭の設備を使い、新設技能章のひとつ「情報処理
章」の取得を目指した動画制作やプレゼンテーション制作の
ほか、大学の研究室の見学などもあり、スカウトらは初めて見
る世界に目を輝かせておりました。

中学生・高校生が、ＩＴを学ぶ 修得研修会主任講師　鈴木 新悟（名古屋西部地区　副コミッショナー）

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３
日、愛知県議会議事堂1階ラウンジにお
いて、その総会が開催されました。本会
は、超党派の議員５９名で構成され、本総
会では、新たな役員が選任され、第２４回
世界スカウトジャンボリーへの派遣者に対

して、国際活動支援金の贈呈が行われました。
なお、役員は、次のとおり選任されまし
た。（敬称略）
●会　長：堀嵜　純一
●副会長：富田　昭雄
●幹事長：寺西　むつみ
●監　事：水野　富夫

ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会総会

7月7日（日）にパロマ瑞穂スタジアムで行われ
た薬物乱用防止啓発運動に5名のローバースカ
ウトが参加しました。
サッカーのハーフタイム時に愛知県警察の方
やガールスカウトの方と共に薬物乱用防止の横
断幕を持ってグラウンドを周回しました。薬物乱
用防止啓発運動によって、「ダメ。ゼッタイ。」とい
う言葉が一人でも多くの人に届き、薬物乱用が
無くなることを願っています。

薬物乱用防止啓発運動 名古屋第87団　池田 章浩

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

尾張東

地区名 団　　名 氏　　名
藤原　広基
川邉　咲枝
加藤　春香
早瀬　諒太
梶原　謙
吉永　晶
市川　創一
坪井　潤
淺野　智文
河野　颯太
国正　葵
加藤　慶悟
安田　泰良
谷崎　雄紀

名古屋第51団

名古屋第11団
名古屋第109団

名古屋第22団

名古屋第87団
名古屋第91団
名古屋第82団
名古屋第95団
日進第1団
春日井第10団

尾張西

三河葵

穂の国

長谷川　翔太
国友　遼
佐藤　爽陽
宮部　優花
土屋　心音
宮部　優花
土屋　心音
横里　凌大
宮本　惠紹
河合　航太郎
伊藤　暖真
西川　響志郎

地区名 団　　名 氏　　名

豊田

みよし第2団

豊田第24団

豊田第39団

北出　崇人
辻村　日向多
林　令
永野　皓一
宮﨑　裕喜
髙鶴　真矢
疋田　峯大
横井　光生
手島　工揮
石川　真基
鶴田　享也

地区名 団　　名 氏　　名
中島　悠希
浅井　美由紀
高井　紗璃

名古屋第23団
名古屋第30団
春日井第2団

名古屋西部
名古屋北斗
尾張東

地区名 団　　名 氏　　名
滝藤　美月
森　詩円
パントゥラ晃政
藤川　あすか

一宮第5団
一宮第6団
一宮第10団
東海第2団

尾張西

知多北部

地区名 団　　名 氏　　名
足立　啓太
鬼頭　孝明
林　真由
石川　みのり

西尾第11団
豊川第4団

みよし第2団

三河葵
穂の国

豊田

一宮第10団

稲沢第2団

西尾第6団

豊橋第8団

豊川第4団

隼スカウト章受章11名おめでとう!! （令和元年７月１日～令和元年９月２０日）

菊スカウト章受章37名おめでとう!! （令和元年７月１日～令和元年９月２０日）

〈お詫び〉 前号（237号）菊スカウト章受章の井口詩音さんの所属団は、名古屋第89団でした。お詫びして、訂正いたします。
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8月31日から9月1日まで石川県金沢市
キゴ山ふれあい研修センターにて行われ
たRCJ(全国ローバースカウト会議)中部ブ
ロックイベント2019に愛知連盟より実行
委員2名を含む 、21名が参加しました。

当日は60名のローバースカウトが集まり、スカウト技能大会、BBQ、交流
会や各県の活動報告会等が行われました。
新しい時代の幕開けに伴い、新しい中部ブロックの仲間たちと、新しい
スカウティングの礎を築けました。

７月７日（日）、地域の減災・防災に貢献でき
る防災士の育成を目指す事業として、防災ボラ
ンティアコーディネーター養成講座を１７名の参
加により、愛知県東大手庁舎で開催しました。
この講座には、愛知県青少年団体連絡協議
会から宇野事務局長にも参加をいただき、防災
ボランティアの役割やボラ

ンティア支援本部立ち上げ演習など新谷防災
士の丁寧な活動説明で防災士を目指す入門
講座として開催することができました。
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日本連盟事業「安全促進フォーラム」日本連盟事業「安全促進フォーラム」

６月２９日（土）、日本連盟主催事業「安
全促進フォーラム」が参加者28名により、
あま市甚目寺公民館で開催されました。日
本連盟「セーフ・フロム・ハーム」・安全委員

会 増田委員長、西
田委員、樽谷弁護
士の講師の方々から「事故事例を基に指
導者に問われる注意義務」や「そなえよつ
ねに共済」の内容を深く理解することがで
きました。

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

セーフ・フロム・ハームセミナーセーフ・フロム・ハームセミナー

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。

７月１4日（日）、団委員長を対象に「思いやりの心を育む教育」
を理解し、今後の活動に活かすことを目的とした「セーフ・フロム・

ハームセミナー」は５９名の参加により、
愛知県東大手庁舎で開催しました。参
加者の経験年数や研修歴に応じた基
本的な対応方法の理解を深めるセミ
ナーの内容になるよう県連盟コミッショ
ナーを中心とした講師構成で、充実し
たセミナーを開催することができました。

中部ブロック初！ローバースカウトを対象とした交流イベント開催！！ 中部ブロック初！ローバースカウトを対象とした交流イベント開催！！ 


