
　こんにちは！ユースチーム静岡です！今回は号外として、全国大会特別版
でお送りいたします！今回の担当は、2022年度ユースチーム静岡の運営チーム、
山田哲也、中嶋みと葉、駒走聡俊、小林理来、山田夕理、神山航、大場圭一郎で
す。どうぞ最後まで 楽しんで読んでいってください！

　静岡って、富士山とお茶とさわやかだけだと思っていませんか？？
実は、静岡には、凄いところがもっともっとあるんです！！今日は、そんな全国
に伝えたい、静岡の魅力をご紹介いたします！
そして、ボーイスカウトとも深～い関りがあることをご存じでしょうか？そう、
ここ静岡は、「日本のボーイスカウト発祥の地」なんです！日本連盟の100周年
より一足先に、静岡県連盟も100周年を迎え、次の100年へ向けて、動き出してい
ます。

　今回は、ユースチーム静岡メンバーから、西部出身、中部出身、東部出身、県
外出身のメンバーが集結し、電車でも端から端まで3時間以上かかるほど横に長～
い静岡で、それぞれが普段どこでどんな活動をしているのか、紹介していきま
す！私たち自身もこの記事を作りながら、向こうのメンバーはこんなことやって
きたんだ～っと新しく知ることばかりでした！
　県外の皆さんが静岡に来た時ここに是非行ってみてほしい！県外の地でも私た
ちの活動を見て、新たな活動のヒントとなればめちゃくちゃ嬉しい！っという思
いで、今回この記事を作らせていただきました。

　活動場所以外にも、皆さんがきっと気になるであろう、アニメの聖地や静岡に
来たら一度は訪れたい観光地など、数々のスポットをご紹介しております！これ
をみたら静岡に来るしかないら（来るしかないでしょ）？？
　青いピンのスポットが活動場所、黄色いピンのスポットが聖地や観光地です！
是非行ってみたいスポットを見つけてみてください！
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静岡に来るしかないら？？～全国に伝えたい静岡の魅力～



浜名湖
ハイキングに最適！湖一周サイクリングもちょうどいい距離！
日本一大きな汽水湖は、ウォータープログラムでも大活躍！
ゆるキャン△の聖地でもあります

浜松市西区

佐鳴湖公園
林の近くの広場で活動しています！
四季の変化が楽しめる、身近で使いやすい公園です

〒432-8061　 浜松市西区入野町・中区富塚町・
中区佐鳴台5丁目・中区佐鳴台6丁目

小沢渡町海岸
広い砂浜が気持ちいい～活動で植樹をしたことも！
ちなみに遠州灘は鳥取砂丘の次に広い砂浜なんですよ？

〒432-8063浜松市南区小沢渡町

浜松まつり会館
浜松まつりは毎年毎年開催！ボーイスカウトも奉仕しています！
音楽のまちの浜松市民は、お囃子やラッパ隊で楽器経験が豊富！？
超巨大な凧の縄切合戦は大迫力です

〒430-0845浜松市南区中田島町1313

静岡県西部
　西部地区は町と自然が合わさったボーイスカウトにとっても活動しやすい地域
です。身近に活動できるキャンプ
場や公園が多く気楽に活動しや
すいです。また南北に長く北側
と南側で特色も大きく異な
ります！



太田山野営場
一泊100円の浜松地区御用達のキャンプ場
ここでパイオニアなど多くの活動しています！

〒431-2224 静岡県浜松市北区引佐町奥山６５３−８０

航空自衛隊浜松広報館「エアーパーク」
航空自衛隊に関する様々な航空機が見れる！
実は日本で一番大きな航空自衛隊の展示館
秋の航空ショーも日本一!?一見の価値アリです！

〒432-8551 静岡県浜松市西区西山町無番地

うなぎパイファクトリー
浜松のお土産と言ったら、やっぱうなぎパイでしょ！
そんなうなぎパイの工場見学ができる施設です！
あなたもうなぎパイの虜になること間違いなし！！

〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町７４８−５１

新浜松駅
西部の活動では無くてはならない!?
遠州浜名湖鉄道、通称「赤電」は、JRが止まる天災があったとて止まらない最
強の電車として市民に愛されています
新エヴァのラッピングやってます！

浜松市中区鍛冶町４

浜松市青少年の家
浜松のボーイスカウトはみんなここで会議するし研修するし隊集会
するし体験会します。職員さんとは顔見知り!?

〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉４丁目２３−１ 

日本茶きみくら本店
静岡を語るうえでお茶は欠かせません！
ゆるキャン△聖地！　抹茶ティラミスが美味♡

〒436-0016 静岡県掛川市板沢510-5

渚園キャンプ場
雨が降ると水没する⁈隣接しているふれあい水族館がおすすめ
ゆるキャン△の聖地としても有名です！

〒431-0214静岡県浜松市西区舞阪町弁天島五５ １



静岡県中部
　中部地区は交通の便が良く青少年会館もあるため静岡県のスカウトが集まって
活動をするときはよく中部地区に集まります。ユースチーム静岡で対面会議をす
るときやベンチャースカウトフォーラムも対面の時は青少年会館で行いました。
現在のユースチーム静岡の運営メンバーはその時に出会ったメンバーでもありま
す。次にみんなに会うときは、また中部でね！



青少年会館
静岡県連盟の本部！ユース会議でもよくお世話になっています！
チャータールームは取り返したい…

〒420-0068 静岡県静岡市葵区田町１丁目７０−１

三保の松原
日本三大松原の一つ！富士山と駿河湾が同時に望める場所！

〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保

静岡市立葵小学校
1921年静岡県連盟が、1922年日本連盟がこの地で始まった。
記念の銅像が立つ、ボーイスカウトの聖地です！

〒420-0854 静岡県静岡市葵区城内町７−９

夢の吊り橋
ミルキーブルーの湖が絶景！橋の真ん中で、恋を願うと叶うらしい…⁈

〒428-0504 静岡県静岡市葵区井川

赤沢道場
日本で初めて指導者講習会が行われた所であり、谷間のキャンプや
ぶらぶら沢などのスカウトソングの聖地でもある。

〒421-1305静岡市赤沢　今はもうありません。

奥大井湖上駅
湖の上に駅がある。奥大井レインボーブリッジはお台場のより早く
作られた

〒428-0402静岡県榛原郡川根本町犬間

井川湖畔遊歩道
珍しい廃線を歩けるハイキングコース。お帰りは遊覧船で！

〒428-0504静岡県静岡市葵区井川



静岡県東部
　東部は、数多くのジオパークに囲まれた、自然豊かな地域です。キャンプする
にも、ハイキングするにも、スカウト活動するにはもってこい！アニメの聖地も
多くあり、観光客で賑わっています。今回は掲載できませんでしたが、現在放送
中の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の聖地でもあります。熱海まで来る人は多いけ
れど、もうちょっと足を延ばしてみませんか？



箱根の里
三島地区のキャンプ場と言ったらここ！
間伐や遊歩道の整備もしました！
静岡のジャンボリー会場として今年大活躍します！

〒411-0000 静岡県三島市字北原菅4710番地の1

沼津港
ラブライブ！サンシャイン！！の聖地として一時期話題になった沼
津！沼津港で美味しい魚介を食べるべし！びゅうおから友達と見た夕
焼けは忘れない！ビーバーは毎年海岸清掃に参加してました！

〒410-0845 静岡県沼津市千本港町

朝霧野外活動センター
ふもとっぱらはWSJやNJの会場でした！
団のみんなと炊飯棟でごはんを食べよう！

〒418-0101 静岡県富士宮市根原１

富士山
静岡県民、日本一高い山で方角を確認します
でも実は浜松からだと建物の5階くらいから爪の先く
らいしか見えない！

富士宮市 裾野市 富士市 御殿場市 駿東郡小山町

富士スピードウェイ
日本が誇るサーキットの一つ！ここでママチャリレースに挑んだスカウ
トたちは、次こそは表彰台に上りたいと意気込んでいます！

〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向６９４

天城山
開けた山々でハイキングしよう！スカウトには程よいトレッキン
グに！四季折々違った景色を見れることも魅力です！

伊豆市、伊東市、賀茂郡東伊豆町、賀茂郡河津町

スカウトの森
三島地区のキャンプ場！この環境はスカウトにピッタリ！

〒410-2141 静岡県伊豆の国市韮山山木

河津七滝
七つの滝を巡る遊歩道！滝のしぶきは大迫力！！
ハイキングにおすすめ！ボーイベンチャー向けです！

〒413-0501 静岡県賀茂郡河津町梨本



堂ヶ島
トンボロを見れたら運がいいね♪青の洞窟は見てみたい！
クルーズ船もあります！

〒410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科

黄金崎キャンプ場
ゆるキャン△聖地！景色めっちゃ綺麗☆

〒410-3501静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須2182-1

サイクルスポーツセンター
沢山の種類の自転車に乗れちゃう！
弱虫ペダルの夏合宿練習場所！
東京オリンピック会場でした！

〒410-2402 静岡県伊豆

韮山反射炉
日本で初めて大砲が作られた場所、世界遺産です！ここのすぐ上には、お茶
畑が広がっていて、お茶摘み体験も可能！歴史も自然も楽しめるので、この
周辺をハイキングするのもおススメ！

〒410-2113 静岡県伊豆の国市中２６８

スカイウォーク
日本一長いつり橋！ここからの富士山はバカ綺麗に見える！
箱根の里からミニハイキングで行けちゃいます！
静岡に来たら一度は寄ってほしい絶景スポット！

〒411-0012 静岡県三島市笹原新田３１３

三島大社
源氏ゆかりの神社。毎年恒例の夏祭りはしゃぎり
と屋台で賑わいます！！春は桜も満開です！

〒411-0035 静岡県三島市大宮町２丁目１−５

源兵衛川遊歩道
2014年「ごめんね青春」のロケ地にもなった！
三島コロッケを片手に、綺麗な川で涼んじゃおう！

〒411-0857 静岡県三島市芝本町８

柿田川湧水
富士山の綺麗な湧き水！カワセミが現れるかも⁈
ビーバーの蛍狩りにもピッタリ！

 〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見 ７１番地の７



2021年度
運営メンバー

　いかがでしたでしょうか？せっかく全国大会で発表させていただくので、静岡
のローバースカウトにしか書けない記事を作ってみました！皆さんがもし、ここ
行ってみたい！とか、この活動してみたい！って思っていただけたら、とても嬉
しいです！
　ユースチーム静岡は、まだまだ発展途上のローバースです。これからどんどん
大きくして、様々な活動にみんなでチャレンジしていきたいと思っています！今
後は、県外のローバースカウトの皆さんもお誘いして活動できたらなって思って
おりますので、その時は是非一緒に活動しましょう！！他県連の皆さまからのお
誘いもお待ちしております！！

　こちらのユースチームタイムズは、毎週10日に、静岡県連盟のホームページで
配信しております。第1号が今年の1月に始まり、今回で6回目の制作となりまし
た。執筆もデザインも、自分たちの手で行っています。
　毎月ごと、ユースチーム静岡のメンバーが記事を作っていて、メンバーそれぞ
れの個性が溢れる記事となっています！これまでの記事も、静岡県連盟のホーム
ページからご覧いただけますので、是非見てください！詳細はInstagramにもご
ざいます！！それでは、また来月号でお会いしましょう！

山田哲也
　2020年度から継続して今年もユースチーム議
長。ローバーは3年目だが最近は大学のサークル
活動に怠けてあまり活動していない模様。一段
落したので、まずは昨年度の活動の整理から始
めたい。プログラミングや情報処理など幅広く
勉強中。今年の目標は来年度のユースチーム議
長を見つけること。

中嶋みと葉（今回のマップ制作担当）
　ユースチーム静岡マネジャー。スカウト15年
目、ローバー3年目。日本連盟の広報委員もやっ
ている。グラフィックデザインと昆虫とアニメ
の作画を眺めるのが趣味。去年から三味線を始
めて、最近一曲弾けるようになった。

駒走聡俊
　静岡県代表と中部ブロック代表(の予定!?)。
ボーイスカウトは５歳から始め、ローバーは5年
目。現在はインターナショナルスクールで教師
になるために、大学で勉強している。日本酒と
ビールが大好き。

小林理来
　ユースチーム運営補佐。スカウト歴16年目？
ローバー4年目。自団では今年、ベンチャー隊長
に就任。最近仕事との両立で生まれたストレス
を筋肉にぶつけている。

神山航
　運営チーム書記担当。スカウト歴13年目で
ローバー1年目で千葉県連所属。24wsjでマネー
ジャーの中嶋と出会い、大学進学のため静岡に
引っ越してユースチーム静岡に参加。最近マニ
キュアを塗った。

大場圭一郎
　運営チームの書記担当。ローバーは1年目。静
岡地区の団に所属するため、ユースで一番日本
のボーイスカウト発祥について詳しい。鉄道が
好きで、活動の長距離移動の際は、必ず新幹線
を利用している。

山田夕理（今回のメイン記事作成担当）
　運営チームの広報担当。スカウト歴15年目
で、ローバー3年目。自団では、ボーイ隊の副長
になり、隊長の力になれるよう奮闘中。マルチ
リンガルを目指して外国語を勉強している。最
近前髪を作った。



画像引用一覧
・浜松まつり会館　https://matsuri.entetsuassist-dms.com/userguide/
・太田山野営場　橋　橋2
・渚園キャンプ場　https://mice-hamamatsu.jp/nagisaen/
・浜松市立青少年の家　https://mice-hamamatsu.jp/nagisaen/
・うなぎパイファクトリー　https://4travel.jp/dm_shisetsu/11288717
・航空自衛隊浜松広報官　
http://tompei1.la.coocan.jp/HamamatsuAirPark-2.htm
・青少年会館　http://www.youthnet.or.jp/
・夢の吊り橋　https://aumo.jp/articles/17145
・三保の松原　
https://shizuoka-hamamatsu-izu.com/shizuoka/shizuoka-city/miho/　
・スカウトの森　https://www.bs-oohito1.com/?page_id=84
・三島市立箱根の里　https://www.fujiyama-navi.jp/spots/xslmM
・富士スピードウェイ　https://web.motormagazine.co.jp/_ct/17440931
・沼津港　
https://city.numazu.shizuoka.jp/photolibrary/numazuport/img/numazuport0
03_w.jpg
・源兵衛川遊歩道　https://www.mishima-kankou.com/spot/287/
・三島大社　https://izugeopark.org/geosites/mishimataisha/
・スカイウォーク　https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000183988/
・韮山反射炉　
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/bunka_bunkazai/manabi/bunkazai/ha
nsyaro/documents/hansyarotoha.html
・サイクルスポーツセンター　https://www.csc.or.jp　

ちょっとスペースがあったので…
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