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全国植樹祭2周年記念イベントにベンチャー・ローバーが奉仕

戦前のスカウト運動は、名古屋市中区中ノ町には、御下賜金を賜った紫川
少年団が大正１３年に創立し、翌年６月には、名古屋市鶴舞公園において、第
１回名古屋連合少年団ジャンボリーが開催されている。
小生は、縁あって、昭和８年に由緒ある紫川少年団に入団することとなっ

た。当時は、現在の東山公園に尾張徳川家の御鷹狩りの場所に、清水の
湧く御殿山道場（キャンプ場）があり、日本連盟から
三島通陽総長がお越しになり、激励をいただいた。
また、昭和９年には、メジャーリーグ史上最高のスー
パースターであったベーブ・ルースが来日し、名古屋の鳴海球場には少年団の
スカウトたちが歓迎のために集合して、スカウトの儀仗門を作り迎えたときに
は、頭をなでられたことは鮮明な記憶として残っている。
戦後は、小生の亡き父も、愛知連盟創立当時に理事を務めさせていただ

き、岡谷正男連盟長（現在の岡谷篤一連盟長のご尊父様）の薫陶をいただ
いたこともあり、今日もなお、ちかいとおきての実践をすることができる喜びを感
じているスカウトの一人である。

愛知連盟は創立から７２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OBは、水野 眞 様をご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.23

水野 眞 様

4月29日（祝）、「全国植樹祭2周年記念あいち木づかいフェスタ」（愛知県主催）が愛知県森林公園（尾張旭市）で行われました。ボー
イスカウトは「木製遊具体験コーナー」を任され、「渡河橋」を設置し、尾張地域を中心にベンチャースカウト・ローバースカウト34名が事前・
当日と奉仕しました。あいにくの天候でイベントが一部中止となり、一般参加者も多くありませんでしたが、久しぶりの野外での（しかも雨の
中でカッパを着ての）活動で、ベンチャーやローバー同士の結束も深まり、よい機会をいただきました。
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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

忘れがたい思い出、
富士スカウト代表表敬

２０１９年度・２０２０年度合同  富士スカウト代表表敬
例年行われてきた「富士スカウト代表表敬」は、コロナ禍によりオンライン型行事に改められ「富士スカウト顕彰」として、令
和３年３月２７日(土)の午後に開催されました。それに先立ち、午前１０時１５分からは全国の代表スカウト４５名が秋篠宮皇嗣
殿下とのご接見という貴重な機会をいただきました。愛知連盟からは4名の代表スカウトが参加しました。

２年ぶりに全国防災キャラバンが
実施できました

ボーイスカウト愛知連盟代表スカウ
トの一人として、富士スカウト代表表敬
に参加できましたこと、とても名誉なこ
とであり、本当に嬉しく思っています。
時に苦い思いをしながら、仲間や隊長
とともに歩んだ富士スカウトへの道。
その歩んだ道をオンラインながらも秋

篠宮皇嗣殿下へ発表し、お言葉を賜り
ましたことは私の人生において忘れがたい思い出となりました。
この思い出を胸に、自らを成長させスカウトの道を歩んで参ります。

名古屋千種地区　名古屋第75団　土方愛梨

憧れていた
富士スカウト代表表敬

昨春、秋篠宮皇嗣殿下への表敬
訪問が中止となり残念な思いをしまし
たが、様々なお取り計らいにより
Zoomを利用して殿下との御接見が
叶いました。
パソコンの画面を通しての殿下は
温厚で柔和な印象を持ちました。富
士スカウト章を取るにあたって行った

プロジェクトは、ベンチャー隊の活動の中でかなり熱を込めた
プロジェクトだったので、栄えある場所で紹介が出来たことを
嬉しく思っており、殿下から頂いた御言葉と共に今後のスカウ
ト活動の糧としていきます。

尾張西地区では、7月11日(日)、イオンモール木曽川のノースコー
トにおいて、全国防災キャラバンを実施しました。今回は、新型コロナ
ウィルスの感染防止対策に重点を置き、事前予約制や入場制限な
ども行い、規模も絞りこみながら進めました。参加された方は約90人
とまずまずの結果でしたが、防災とボーイスカウトの両方に興味を
持っていただいた方もお見えになり、充実した1日となりました。

尾張南地区　あま第1団　近藤穂高

秋篠宮皇嗣殿下ご接見を
通して

私は富士スカウトの代表として秋篠
宮皇嗣殿下に謁見をしました。
新型コロナウイルス感染防止のた

め今年はオンラインでの謁見となりと
ても残念に思いましたが、皇嗣殿下に
自分のプロジェクトについてお言葉を
頂いたときは、大変嬉しく、今までやっ
てきたことに対して自信を持つことがで

きました。また、もっとボーイスカウトを盛り上げていくぞという気
持ちにもなりました。

名古屋千種地区　名古屋第91団　原 健

富士スカウト「ベンチャー
スカウト活動の集大成」

本来なら私は昨年度に首相官邸に表敬
訪問する予定でしたが、新型コロナウイルス
の影響により中止になってしまいました。1年
越しで富士スカウト代表表敬に参加するこ
とができ秋篠宮皇嗣殿下とご接見する貴重
な体験をすることができました。今までのベン
チャースカウト活動のプロジェクト内容を発
表し、そして殿下から直接お言葉を賜りました

こと、とても緊張しましたが一生忘れられない貴重な思い出になりました。
そして、妹の土方愛梨ベンチャーと一緒に代表表敬に選ばれましたこ

とは、名誉であり嬉しく思っています。
これからもローバースカウトとして活動したいと考えています。

名古屋千種地区　名古屋第75団　土方桃花
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氏　　名
堀尾　勇友
中嶋　空椰
小田　耕平
松井　葵
永田　敦也
改森　駿志

氏　　名
足立 啓太
宮﨑 陽香
鵜飼 華帆
柴田 結希
倉谷 優月

氏　　名
寺田 歩乃佳
大岡 暖季
杉浦 右京
渡辺 祐子
東本 来奈
鳥居 亮汰
代田 倖輝
杉浦 雄斗
浅井 知慧
﨑田 優希奈
角野 心音
伊藤 佐奈重
牧原 楓月
廣中 聡輝
十文字 慶介
能代 天雅
田中 涼葉
田中 蒼馬
松井 美葉
山﨑 心陽
岡田 月輝
竹内 志輝
有村 健汰
中野 由基
宇津川 堅人
加藤 種倖
松田 隼和
中根 健丸
倉谷 陽向 

地区名 団　　名 氏　　名

名古屋巽

名古屋北斗

神里　絆那

長谷川　奏太

加藤　祐泰

吉田　遼平

宮地　芳歩

中村　心

渡会　哲也

豊明第1団

名古屋第30団

名古屋第64団

名古屋第95団

地区名 団　　名 氏　　名

山田　宇人

冨本　青

林　寛人

名古屋第30団

常滑第4団

美浜第1団

名古屋北斗

知多西南

地区名 団　　名 氏　　名

飯田　翔生

尾羽　杏介

美浜第1団

幸田第1団

知多西南

三河葵

地区名 団　　名 氏　　名

尾張東

三河葵

豊田

高野　洋平

高桑　諒大

武田　千奈

足立　結

田上　幹大

上野　友輔

真田　佳汰

春日井第8団

江南第1団

西尾第11団

豊田第24団

みよし第1団

隼スカウト章受章5名 おめでとう!! （令和３年４月１日～令和３年６月３０日）

菊スカウト章受章14名 おめでとう!! （令和３年４月１日～令和３年６月３０日）

令和3年度愛知連盟総会開催
令和３年度県連総会は、６月20日（日）９時30分～10時
30分、名古屋国際センター別棟ホールにて、昨年同様、新
型コロナウイルスの感染防止を考慮し、開催規模を縮小し
開催されました。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。今年度の
新たな取り組みとして、総会の様子を、「YouTube」にてラ
イブ配信を行い、全ての加盟員が、総会の様子を
見る事ができました。
また、団委員長研修協議会、懇親会は、同日の
開催を、令和4年1月頃に延期する事となりました。

●変更のあった地区代表理事（5名）（敬称略）

　　　　名古屋巽地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 加藤　修
　　　　名古屋千種地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 三浦　聡
　　　　知多東地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 関　真人
　　　　穂の国地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂田明隆
　　　　豊田地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 斉藤茂美

岡谷連盟長、「きじ章」受章
スカウト運動に対し、長年にわたり特に功績顕彰なる者に授与

される最高功労章「きじ章」を、岡谷連盟長が受章されました。同
章は、過去の受章者に、皇族や元首相らの名前が連なる希少な
章。74人目、本年度唯一人の受章者となりました。総会当日、日
本連盟より表彰予定でしたが、総会同様、感染拡大防止の為、延
期となりました。

〈総会の様子〉〈ローバースカウトによるライブ配信〉



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。
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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

ボーイスカウト振興愛知県議会議員懇談会は、７月６日
（火）愛知県議会議事堂のラウンジで、会員５８名により開催
されました。寺西むつみ会長代理、永井　淳理事長の挨拶に
続き、新海正春議員、南部文宏議員、樹神義和議員に県連盟
感謝章が贈呈されました。
杉江繁樹幹事長の司会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。
なお、役員は、次のとおり選任されました。（敬称略）
●会　　長：神野　博史　　●会長代理：寺西むつみ
●副 会 長：富田　昭雄　　●監　　事：水野　富夫
●幹 事 長：杉江　繁樹


