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日本連盟新体制でスタート！

私は小学生から30歳頃までの約20年間にわたり津
島第2団に所属し、スカウト活動をしてまいりました。そ
のスカウト活動では、募金や清掃活動といった奉仕活
動、鼓隊によるパレード、ハイキング、キャンプなどとて

も多くのことを体験することができました。その中でも特にキャンプは印象
的です。事前の準備や野外活動を通じて、先輩スカウトの方たちからスカウ
トのモットーである「そなえよつねに」の精神を教えていただき、はじめは不
安と緊張の繰り返しでしたが、経験を重ねるにつれて、規律正しい生活の中
で自分なりに楽しむことができるようになりました。
また、この度寄稿のお話を頂いたのを機に、あらためて「ちかい」と「おき
て」を思い返してみると、そこには人として大切な心得が示されていることに
気づかされます。今こうして会社の重責を担い、社業を通じて社会に貢献でき
るのもスカウト活動の経験のおかげだと感謝しています。これからも多くの
スカウトたちが活躍されることを心よりお祈り申し上げます。

愛知連盟は創立から７１年となり、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、中島 真也様をご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.20

愛知連盟の岡谷篤一連盟長は、本年5月に公
益財団法人ボーイスカウト日本連盟・第11代日本
連盟理事長に就任されました。
2年後の2022年に控えた日本連盟創立100
周年に向けて、新体制でスタートとなりました。今
年のWEB全国大会での岡谷新理事長の御挨拶
を御紹介します。

株式会社パロマ　代表取締役社長執行役員　中島 真也様

QRコードを読み取っていただくと
YOUTUBEで「岡谷理事長就任
メッセージ」をご視聴いただけます。
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新型コロナウイルス感染症に打ち勝っていく！

た。特に愛知連盟では、愛知ローバース会議の皆さんにご協力い
ただき、「母の日・父の日」プロジェクトや「#おうちスカウティング」
動画を配信させていただきました。
ローバースカウト諸君の、このような
献身的な活動を大変うれしく思うと共
に、この場をお借りして感謝を表したい
と思います。
まだまだ、楽観は出来ない状況です
が「新しい生活様式」に対応したスカ
ウト活動を、皆さんと知恵を出し合いな
がら進めていければと思います。

皆さん、こんにちは。県連盟コミッショナーの長谷川です。
本年３月から５月まで、新型コロナウイルス感染症に対応するた
め、集会によるスカウト活動は自粛せざるを得ませんでした。その
間、学校も休校になり、スカウト諸君も大変不安な時期であったと
思います。やっと、６月から学校も授業が再開し、スカウト活動も新
型コロナウイルス感染症対策を講じながらですが、再開できること
となりました。まだ色 と々活動に対する制限はありますが、それを乗
り越えて楽しい集会を進めていくことが出来ればと思います。
自粛中の３か月間、スカウト諸君はスカウト活動していましたか？
日本連盟や愛知連盟では「おうちスカウティング」と銘打って、ス
カウトが自宅で出来るプログラムを色 と々提供させていただきまし

おうちでスカウティング紹介
ＬＩＮＥリモート隊集会こいのぼり作りました

今年４月から初めて隊長をさせていただくことになった
矢先の活動自粛・・・ですがじっとしていても始まらない！ま
ずは隊長からスカウトへ自己紹介の手紙を配布しスカウ
トにも書いてもらいお互いを少し知るきっかけにしました。
４月にはお母さんの似顔絵と手紙を内緒で作成し
母の日にプレゼント。後半にはこいのぼりを作りグ
ループラインに写真をアップしてもらいました。それぞ
れ個性豊かに作ってくれました。５月には木の葉章と
ともに隊長からの暗号文も配布。その間リーダーの歌
う動画リレーでスカウトソング紹介も行いました。

頼もしい副長とリーダーに囲まれ、かわいいスカウトと活動できるのもも
うすぐです。みんなと活動できる喜びを実感した自粛期間を無駄にせずこ
れからの活動を楽しみたいと思います。

県連盟コミッショナー　長谷川 榮一

豊田地区 みよし第１団 ビーバー隊長　真田 美奈子

新型コロナウイルス感染症を乗り越えて

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

コロナ過の状況の中、LINEビデオ通話
で「りすの道」、動画と画像で「やくそくの式」
を行いました。
そして、LINEの組集会で、調べる国と料
理について話し合い、隊集会を行いました。
開会閉会セレモニーはLINEビデオ通

話で行い、その後、各
家庭で世界の国々の

調理に取り組み、画像と動画を組ごとにまとめて、LINE
グループのノートに投稿。同じく、世界の国々について調
べたことを画像と動画で組ごとにノートに投稿しました。
内容は手前味噌ながらハイレベル！ 各家庭の協力の

おかげで、スカウトたちには実りある集会になりました。

穂の国地区 豊川第4団 カブ隊長  大野 恭史

ありがとう！韓国ソウル北部連盟

４月、半田第１団カブスカウト隊では、韓国ソ
ウル北部連盟からのマスクを受け取りました。
その後、「何かお礼をしたいな」というスカウト

の気持ちが高まり、韓国ソ
ウル北部連盟にメッセージ
カードとネッカチーフの寄
せ書きを送ることにしまし
た。スカウトは、気持ちが伝
わるように各家庭でハングルを調べ、メッセージカードを書
きました。韓国語を初めて書くスカウトもいましたが、すてき
なカードに仕上げることができました。スカウトが作った贈
り物は、県連を通して、韓国に送付していただく予定で
す。スカウトの感謝の気持ちが届くことを願っています。

知多東地区 半田第１団 カブ隊長　榊原 秀
おうちでできるボーイスカウト

新型コロナウイルスの感染拡大に伴
う外出自粛の要請を受けている中、
ボーイ隊が月１回実施している班長
会議を、LINEのビデオ通話機能を
使ってリモート会議で行ないました。
指導者の隊長や副長が見守る中、議
長を務める上級班長のもとで、隊付
や班長・次長たちが、「家でできる
ボースカウト」について意見交換をす
るなど、久しぶりの再会を喜んでいま
した。また、この取り組みについては、
地元の地方新聞にも取り上げられ、
地域の方々に紹介されました。

三河葵地区 西尾第10団 団委員長　村井 勝司
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令和2年度 愛知連盟総会、規模を縮小して開催
令和２年度の県連総会は、６月２１日(日)に新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止を考慮し、6月5日の第5回理事会の決
議内容に基づいて、開催規模を縮小し、行われました。
参加者は、加盟団代表として各地区代表者14名に委任
し、役員は、理事長、副理事長、常務理事、監事の12名とし、
合計26名にて行われました。
また、例年、午後に開催しておりました団委員長研修協議
会の講演会は書面での開催とし、予定されていた、国際連合
地域開発センター（UNCRD）所長　遠藤　和重様による
「一人ひとりが取り組むＳＤＧｓ」(仮題)の資料を配布させてい
ただきました。親睦を図るための懇親会も中止いたしました。

スカウト兄弟からの贈り物
前号でお知らせしたとおり、韓国ソウル北部連盟・中国地区協議会より、１万枚
のマスクが届きました。
愛知連盟とソウル北部連盟は１９９４年からの友好提携により国際交流を深めて
おり、第１７回日本ジャンボリーでは初めて中国で活動をする韓国ソウル北部連盟
のメンバーも参加し、キャンプ生活を通じて新たな友情を深めてきたところです。
この度、新型コロナウイルス感染症が世界中に広がる中、愛知のスカウト達の健
康状態について心配をして、マスクを送ってくれました。
愛知連盟ではこの好意に対して、ソウル北部連盟にお礼の手紙を届けたいと思
います。スカウト及び成人指導者が作成したものを県連事務局にお届けください。
世界のスカウトはすべて兄弟です。新型コロナウイルス感染症が終息し、また、楽
しいキャンプや交流活動で再開できる日を楽しみにしています。

行事・国際委員長　河村 武人

地区名 団　　名 氏　　名

名古屋北斗

尾張南

尾張東

地区名 団　　名 氏　　名

石川 晴己

山田 茉実

小林 結葵

山下 湖羽

西川 遼汰朗

小川 颯太

西村 奏翔

名古屋第30団

名古屋第71団

大治第1団

北名古屋第1団

尾張東

知多西南

豊田

成冨 慧也

古川 正和

泉屋 凜佳

酒井 凜太朗

松元 大地

松元 大空

鈴木 天麻

地区名 団　　名 氏　　名

豊田

みよし第1団

みよし第2団

竹谷 吏乃

山崎 莉子

長坂 京祐

加納 舜也

柴田 和勇

地区名 団　　名 氏　　名

野村　郁斗

気駕　典子

熊崎　莉子

名古屋第67団

小牧第2団

豊橋第5団

名古屋西部

尾張東

穂の国

春日井第10団

常滑第4団

みよし第1団

地区名 団　　名 氏　　名

名古屋千種 名古屋第91団 原　健

隼スカウト章受章3名おめでとう!! （令和２年４月１日～令和２年６月３０日）

菊スカウト章受章19名おめでとう!! （令和２年４月１日～令和２年６月３０日）

富士スカウト章受章1名 おめでとう！！ （令和２年４月１日～令和２年６月３０日）
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古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。

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

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。

ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会総会は、７月６日（月）愛知県議会議事堂のラウンジで、会員５９名中５５名の参加に
より開催されました。堀嵜純一会長、岡谷篤一連盟長、の挨拶に続き、永井　淳理事長から、山本浩史議員、中根義高議員、天野
正基議員に県連盟感謝章が贈呈されました。
また、寺西むつみ幹事長の進行で予定された議題もご承認をいただき、今後のスカウト運動振興拡大に力強くご支援をいただくこ
とが決まりました


