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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への協力

もう20年も前に出版された本ですが「人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」というものがあります。私にとって
は”スカウト活動”が、この”幼稚園の砂場”に当たります。
最初の出会いは小学2年生。近くの公園でボーイスカウトの皆さんがテントを張り、料理を作っている姿に憧れ、私は、神奈川
県川崎市の川崎第46団(以下、当団)のカブスカウト隊「りす」に入隊しました。そこから、大学卒業までの15年間のスカウト生
活が始まったのです。
最初のカブ隊は舎営で、テントで過ごすことが出来たのは小学六年のボーイスカウトからです。実際のキャンプでは野外料理

が楽しみで、カレーや唐揚げ、スパゲティ等も作り、ここで覚えた料理が今の単身赴任でも大いに役立っています。ただ、振り返って最も役に立っているのは、
「計画」と「報告」の大切さです。当団は自主性を重んじており班キャンプを推奨。キャンプ地選びから、スケジュール、献立、予算等、あらゆることを班単位で
計画し、リーダーに提出、承認を貰って実行しました。その後「報告書を提出するまでがキャンプ」と言われ、”室内活動”も随分鍛えられたものです。
高校生になってシニアスカウトになると、伊豆半島一周サイクリング、多摩川の源流探訪等、これまた自分たちで計画してスカウト活動を楽しみました。また、活
動の場も川崎市や神奈川県に広がり、他団との交流も増え、富士章にも挑戦。結果、当団で2人目、日本で485番目の富士スカウトになることができました。
大学生になってローバースカウトになると、ウッドバッジ研修を受けリーダーの資格を取り、地域の後輩たちの指導に当たりました。結果、夏休みに畳で寝た
のは3日、残りは全部シュラフ、なんて年もあった次第です。
私にとってスカウト活動は、今でも付き合える先輩・後輩の存在も含め、まさに”幼稚園の砂場”でした。社会人になってから仕事を言い訳にスカウト活動か

ら離れておりましたが、今回、永井理事長の計らいで、このような機会を頂けたことに感謝しております。
最後になりますが、愛知連盟のスカウトの皆さんも是非スカウト活動を続けてください。絶対に自分の宝になります。皆さんのスカウト活動に幸あれ。弥栄!!

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、萩原 攻太郎様をご紹介します。

Be Prepared!!  ～スカウトＯＢからのメッセージ～ Vol.24

株式会社三井住友銀行　名古屋駐在常務執行役員　萩原 攻太郎 様

全国のボーイスカウトとガールスカウトが力を合わせた国旗掲揚による動
画で、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に参加した 世界各国
の選手団を歓迎しました。
愛知連盟より掲揚奉仕したベンチャースカウトは、撮影当時に高校３年生の

富士スカウト章の受章者で名古屋第７５団 ＶＳ隊の土方愛梨さん、川上瑞就
さん、豊田第３４団 ＶＳ隊の柴田結希さん、倉谷優月さんの４名です。今回は、
その中から豊田第３４団の両名に参加した感想を寄稿いただきました。

豊田第34団ベンチャー隊　 柴田 結希
　今回、各国選手団をお迎えする国旗掲揚の任を
いただいたことは、これまでスカウト活動を頑張ってき
たことへのご褒美のような、素敵な体験になりました。
今回の旗は選手村に掲げられる実物ということもあ
り、取り扱いを含めとても緊張しましたが、最後は歓

迎のスマイルを送ることができました。私たちの笑顔が多くの国の人の目に留
まり、世界平和が早く訪れるとよいと思います。

豊田第34団ベンチャー隊　 倉谷 優月
　東京2020オリンピック、パラリンピックの国旗掲
揚を愛知県の代表として務めさせていただき、多くの
方に見てもらうという責任感とともに、富士スカウトと
しての自覚を強く感じました。私は、少しでも選手の方
の力になれたらという思いをもって3か国の旗を掲揚

しました。今回、このような活動を通してオリンピックに参加できたことは、私に
とって今後の糧になると思います。
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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

尾張キャンポリー2021 ～Friendship ＆ Fellowship～

この夏、尾張地域のスカウトたちが新城・吉川野営場に
集い、「尾張キャンポリー2021」が開催されました。
参加したスカウトは、日頃から取り組んでいる新しい生活
様式を、この大会の6日間の野営生活のなかでも実践しま

した。でもそれは、ガ
マンばかりを意味す
るものではありませ
ん。自分のソロテント
を効率よく張り、限ら
れた人数で行う炊事
を工夫し、大声で歌

わなくても楽しい営火を企画します。これは、このコロナ禍
の大会であればこそ考え、経験ができたことです。
そして参加者全員、あらためて感じました。やっぱり仲間
たちとのキャンプは楽しい！と。

三河地域合同野営大会開催
８月８日(日)～
１３日(金)の５泊
６日、豊田市総
合野外センター
で、スカウト、指
導者併せて３５２
名の参加で開催
しました。
台風の影響

等で期間中雨
の多い大会でしたが、開催にあたって、コロナ禍にお
ける感染予防対策の実施や、開会期間中の活動で
は台風の襲来における豪雨、ハイキングコースの倒木
などがあり、スカウトにとっては自然に対する「恐怖」
「恵み」などスカウト教育にとって多大なる影響を受け

雨にも負けず、風にも負けず
青空一時、でも快活に！

碧海地区合同野営は、８月９日(月)から１４日(土)まで
の６日間、計１０６名のスカウトと指導者の参加を得て、安

城市茶臼山高原野
外センター（長野県
下伊那郡）にて開催
しました。
台風９号、１０号、１１
号が発生し、初日は台
風９号が接近して来る

豊田地区　地区コミッショナー　渡辺 久高

碧海地区　地区コミッショナー　奥谷 雅憲

尾張東地区　地区コミッショナー　小林弘幸
尾張南地区　地区コミッショナー　加藤千博
尾張西地区　地区コミッショナー　森　裕史

た大会となりました。
スカウトの中では、この

４月や昨年４月に上進し
たスカウトは、野営経験
が少なく(ない)スカウトが
多いため、各隊の指導
者や先輩スカウトとの仲
間意識の醸成、進歩の促進はもとより今回のキャンプ
生活の経験を活かし、今後の活動で「おきて」の実践
で、自分で考え、行動し、班や隊の仲間と切磋琢磨し、
ともに成長してもらえるといいと思います。
SDGｓについても、フードロス問題に取り組み一定の
成果を上げることができました。各隊指導者はもちろん、
本部でご支援いただいた実行委員の方々に感謝申し上
げます。

中で会場へ向か
いました。現地
到着時には、激
しい風雨に見舞
われ、設営も非
常に厳しいコン
ディションとなり、
一部管理棟での宿泊もやむを得ない状況でありました。雨の
中で、しかも野営が初めてというスカウトも多くいましたが、最
終日の帰りのバスを待つ時間には、どのスカウトにも笑顔が
溢れていました。
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地区名 団　　名 氏　　名

名古屋北斗

尾張東

尾張西
知多北部

三河葵

水野　太貴
古畑　圭媛
林　沙苗
磯川　和希
杉浦　鉄朗
籠谷　陸希
小倉　夕楓
春田　彩名
中西　彩乃
鵜飼　悠
秋田　蒼和
勝田　那要
今泉　遼一郎
矢部　暖季
平井　亜斗夢
三矢　陽斗

名古屋第69団

名古屋第71団

江南第3団

春日井第4団

春日井第10団

一宮第4団
大府第2団

西尾第6団

西尾第10団

地区名 団　　名 氏　　名
今井　稜子
村松　明良
吉川　真由
齋藤　柚季
佐藤　世唯
成冨　慧也
谷崎　雄紀
滝川　真隆

名古屋第22団
瀬戸第6団
春日井第2団

春日井第8団

春日井第10団

地区名 団　　名 氏　　名
榎本　祐也
古川　正和
今井　理一朗
十文字　慶介
神谷　莉沙
宇井　颯汰

半田第1団
常滑第4団
豊橋第4団
豊川第1団
豊田第16団
豊田第34団

知多東
知多西南

穂の国

豊田

地区名 団　　名 氏　　名

三河葵

穂の国

豊田

都築　侑生丈
都築　宏之介
犬塚　健心
織田　真彩
鈴木　愛実花
兵藤　虹未
嶺　幸祐
西川　奏慈
中村　愛香
岡部　瑠乃
岡田　和岐
増田　彩乃
内藤　真暢
松井　柚樹
喜多　春花
竹内　昌仁

西尾第10団

岡崎第8団

豊川第1団

豊川第4団

豊田第2団

豊田第9団

地区名 団　　名 氏　　名

豊田

椎葉　芽生
狩野　龍之介
曽我部　温斗
織本　一輝
奥山　一
神谷　周作
鶴田　純大
谷澤　颯人
岡田　瑞生
加藤　咲弥
辻村　常路
永野　琥太郎
熊谷　杏莉
小川　健太郎

豊田第9団

豊田第15団

豊田第16団

豊田第39団

みよし第2団

地区名 団　　名 氏　　名
高井　紗璃春日井第2団尾張東

地区名 団　　名 氏　　名
柴田　恭兵一宮第4団尾張西

名古屋千種

尾張東

富士スカウト章受章2名 おめでとう!! （令和３年７月１日～令和３年１０月３１日）

隼スカウト章受章14名 おめでとう!! （令和３年７月１日～令和３年１０月３１日）

菊スカウト章受章46名 おめでとう!! （令和３年7月１日～令和３年10月31日）

第14回世界スカウトユースフォーラムに参加して

「無線通信技術」修得研修会
～世界と交信～

2021年8月18日から22日の5日間、第14回世界スカウトユース
フォーラムがオンラインにて開催されました。フォーラムでは世界各国の
スカウトと共に、今後のスカウト運動の方針を決める世界会議文書に
ついて議論し修正案を作成することで、ユースの意思を表明しました。
「私たち青少年のための運動を形作るのは、私たち自身であるべき
だ」ということを再認識し、日本のスカウティングをより良くできるよう今後
も運動に参画し続けていきたいと思います。

尾張東地区　日進第2団ローバー隊　小池さくら

無線研修は、令和３年７月３１日、８
月１日、名古屋東別院会館で１９名の
スカウト参加により実施しました。全員
がアマチュア無線技士４級の国家資
格を取得しました。１２月１１日、１２日に
は吉川野営場から交信体験を行いま
す。支援いただきました（公財）永井科
学技術財団、（一財）アマチュア無線
振興会の皆さま方には深く感謝申し
上げます。

お慶び
令和３年度ボランティア活動功労者
表彰（愛知県知事表彰）として、冨田昭
則常務理事（組織・拡充委員長）が
「個人の部」において受賞されました。
なお、本年度は
新型コロナウィルス
感染症の緊急事態
宣言が発出されて
おりましたので、９月
２日に予定されてい
た授賞式は開催さ
れませんでした。



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。
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古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。

2年ぶりに中部ブロックのRSが集結！2年ぶりに中部ブロックのRSが集結！

RCJ中部ブロック代表・RCJ県連盟代表　福井亜弥

8月28日(土)に、RCJ中部ブロックイベント2021が
開催されました。
直前にオンラインでの開催と変更になりましたが、中
部9県連盟から74人の仲間が集まり、県代表による活
動報告会や参加者自身がトークテーマを選んでロー
バーリングや今までの活動などについて話し合うなどの
交流会が行われ、とても充実した時間になりました。
イベントを通して出会った中部の仲間たちとのつなが

りを大切にし、より一層ブロック全体で活動を活発に展
開していきたいと思います！

直前の開催方法変更にも関わらず… 74人もの仲間たちが
オンライン上に集結！
74人もの仲間たちが
オンライン上に集結！


