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富士章受章スカウト 5名と県連役員が県知事を表敬訪問　

富士章
受章スカウトの皆さん　富士章
受章スカウトの皆さん　富士章
受章スカウトの皆さん　おめでとうございます　　　おめでとうございます　　　おめでとうございます　　　
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受章スカウトの皆さん　富士章
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平成30年度ボーイスカウト定時総会 開催
日 時 ： 平成30年6月2日㈯　会 場 ： 静岡県静岡市 清水テルサホール告知！

平成 30 年 4 月

第151 号



　平成２９年度の富士章受章スカウトの県知事表
敬訪問が行われました。受章スカウト５名全員と、
村松理事長ほか県連役員が出席致しました。
　受章スカウト代表として浜松第２４団の西尾美帆
子さんが川勝県知事に「私は第 23 回世界ジャンボ
リーに日本派遣団のメンバーとして参加しました。
日本にいながらも海外にいるかのような不思議な
光景が目の前に広がり、そこでの生活は毎日驚き
と新鮮さに溢れていました。異文化に触れあうこと

で、自分の中の世界がどれだけ小さいものだった
か痛感し、自らを変えていこうと思うきっかけとな
りました。この度、幼い頃からの目標であった、富
士章を受章し、今この場でお話ができるのは、指
導者の方 、々家族、そして互いに切磋琢磨し合う
仲間の存在があったからです。その方たちに対す
る感謝を忘れず、富士章スカウトとして模範となる
ような姿勢で社会へ飛び立っていきたいです。」と
喜びと将来への決意を伝えました。

　この後、静岡県連盟の連盟
長でもある川勝県知事から受章
記念の盾がスカウト一人一人に
手渡され、出席者全員の記念
写真撮影が行われました。
　また、この平成２９年度の富
士章受章スカウトの内、２名が
東宮御所参殿に、１名が首相
官邸表敬訪問に全国代表として
参加しました。
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平成29年度 富士章受章スカウト県知事表敬訪問
3月28日（水）　静岡県庁特別会議室にて

知事室にて歓談

スカウト代表挨拶

木苗教育長と記念撮影

知事、スカウトへ思いを語る

盾の授与
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西尾美帆子　浜松東地区　浜松第２４団
　富士章を受章することは幼いころからの目標でした。
　これを終わりにするのではなく、また新たなスタートとして社会で活躍できる
ような人材になっていきたいです。
　受賞にあたり、これまで支えてくださった指導者の方々、家族、仲間の
みんな、ありがとうございました。

八木　日和　藤枝地区　藤枝第７団
　私は富士章を取得するまでに、地域の隊長方をはじめスカウトの仲間とも
お互いを補い合いながら何度も助けてもらいました。
　本日は知事さんを初めとする方々にお祝いと励ましの言葉を頂いたことで、
より一層誇らしさと自信を感じることができました。
　これからは自分がしてもらったように地域のスカウトを支え、自分自身もさら
に発展できるように務めていきたいと思っています。

駒走　聡俊　三島地区　三島第 3団
　この度富士章を取得することができ、とても嬉しく思っています。
　また、それと同時に今まで支えてくださった様々な指導者や友達、そして
家族に感謝の気持ちで一杯です。
　これからは富士スカウトとして、社会に貢献できるようなより良き社会人にな
れるよう努力していきたいです。

佐藤　春輔　三島地区　三島第３団
　私が富士章を取ることが出来たのは支えてくれた隊長、家族、仲間など多くの方々
のおかげです。
　富士章を取得した後、更に身を引き締めて、技術などをより一層学んでいきたいと
思います。
　また後輩の良き見本になれるよう、そして支えてくれた方々に恩返しできるよう、こ
れからも精進していきたいと思います。

波切はるか　浜松東地区　浜松第２４団
　カブスカウトでボーイスカウト活動を始めて８年が経ちます。
　初めはただ友達と遊ぶのが楽しくてやっていたボーイスカウトは、いつしか自分の生
き方を探ったり、他人の価値観を取り入れたりすることができる私自身を形成づけていく
貴重な場となっていました。
　決して道を教えることなく、優しく後押しをしてくれたたくさんのリーダーさん、互いに
刺激を与えあった仲間、ずっと応援してくれた家族、誰か一人でもかけていれば今の
私はいません。本当に感謝しています。自分が受けた温かい恩恵を後輩達に返せる
よう、今後はボーイスカウト活動のさらなる発展のために尽力してきたいと思います。

平成29年度 富士章受章スカウトのことば平成29年度 富士章受章スカウトのことば平成29年度 富士章受章スカウトのことば平成29年度 富士章受章スカウトのことば
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　３月11日、正面に富士山を望む白尾山公園に富士宮地区全体のスカウト
と指導者が集合して合同Ｂ－Ｐ祭を行いました。本格的な春の訪れを感じさ
せる快晴の下、富士山も姿を表し、天にいらっしゃるベーデン・パウエルと共
にスカウトを見守ってくれました。今年は、ビーバーからカブ、ボーイスカウト計
100名が、他の団・隊のスカウト合同による10の班を作り、山や谷の10ヵ所の
ポイントを巡るウォークラリーに挑戦しました。各ポイントでは、指導者とベン
チャーが趣向を凝らして作ってくれたゲームを楽しみました。八の字結びの
ロープを伝って落ち葉の坂を登ったり、見えないコップの中のカレーなどの匂
いを探って自慢の鼻を発揮したり、全員で一緒に小さないかだを乗り越えて

ワニが居る河を渡りまし
た。無事ゴールに到着
して全員で創始者ベー
デン・パウエルに感謝し
て「世界の総長」を歌
い、楽しかった思いとま
た一緒に遊びたいとい
う気持ちを胸に、家に
帰りました。

　３月11日、正面に富士山を望む白尾山公園に富士宮地区全体のスカウト
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ワニが居る河を渡りまし
た。無事ゴールに到着
して全員で創始者ベー
デン・パウエルに感謝し
て「世界の総長」を歌
い、楽しかった思いとま
た一緒に遊びたいとい
う気持ちを胸に、家に
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ボーイスカウト

富士宮地区Ｂ-Ｐ祭
ボーイスカウト

富士宮地区Ｂ-Ｐ祭
日時：2018年3月11日(日)　場所：富士宮市　白尾山公園

富士宮地区コミッショナー　細野　猛嗣
日時：2018年3月11日(日)　場所：富士宮市　白尾山公園

富士宮地区コミッショナー　細野　猛嗣

ベーデン・パウエル 氏ベーデン・パウエル 氏

参加者全員集合参加者全員集合

森の坂登り森の坂登り

コンパスで富士山の方角を確認コンパスで富士山の方角を確認 優秀賞授与優秀賞授与

おっと
～！

おっと
～！

カブとボーイが
　シンガポールに
　　行ってきました。

カブとボーイが
　シンガポールに
　　行ってきました。

2018年 静岡・清水地区シンガポール派遣団
派遣団長　松田　茂 （静岡第27団）

2018年 静岡・清水地区シンガポール派遣団
派遣団長　松田　茂 （静岡第27団）

１８ｍのボルダリングは、大迫力１８ｍのボルダリングは、大迫力

穴を掘ったかまどで料理穴を掘ったかまどで料理

キャンプファイヤーの点火式キャンプファイヤーの点火式

動物園の前で記念写真、ハイポーズ動物園の前で記念写真、ハイポーズ

　静岡地区は、４年前からシンガポールスカウトと相互に訪問し
合う国際交流を行っています。今年３月に第２回目となるシンガ
ポール派遣を行いました。
　今回は、カブ（小５）５名・ボーイ（小６）１０名・ローバー２名・指
導者５名の計２２名が３月２１日から２８日の８日間でシンガポール
を訪問。キャンプ場や学校訪問・市街地探検など、１１の隊・延
べ３００人のスカウトと一緒に活動し交流をしました。地面に穴を
掘り枯れ枝を燃やす野外料理、高さ１８ｍのボルダリング、ドラゴ
ンボート漕ぎ、魚釣りならぬ「エビ釣り」など、日本では出来ない
貴重な経験をしたり、日本とシンガポールの伝統的な遊びを教え
合ってゲームに興じたりしました。
　英語が上手く話せなくて会話に苦労する時もありましたが、そ
こはスカウト仲間、すぐに打ち解けて身振り・手振りで仲良しに
なれました。海外の異なる文化・風習・食事を体験するとともに
沢山の友達を作って、出発前より自信に溢れた顔つきで全員
元気に帰って来ました。

静岡第22団 ボーイ隊 海野恭丞
　シンガポールでは、オランウータンと
一緒に朝食を食べたり、ドラゴンボー
トなど日本では中々出来ない事を体
験しました。宿泊したロッジにネズミが
出たりもしましたが、シンガポールから
帰りたくないと思うほど楽しかったで
す。また、今回初めて班長を務めまし
た。最初は不安でしたが、帰国した
時には班がまとまっていました。派遣
を通して、班長の大変さも知ることが
できました。この経験を今後の活動
に活かしていきたいです。

静岡第２７団 ボーイ隊 池谷仁美
   「カシャ」 「イエーイ！ミッションクリアー！」
　シャッター音と共に響いたのは、たくさ
んの笑い声。ミッションクリアのため、ガー
デンバイザベイでシンガポールのカブスカ
ウトのみんなと、頑張っていました。
　私も相手も言葉は分からなかったけ
れど、一生懸命理解しようとしたり、分か
りやすく話したりして、しまいには、からか
い、じゃれあったりしました。
　この一週間で、言葉は通じなくても
「通じ合いたい」と思えば、たくさんの交
流が出来ると知りました。一生忘れられ
ない一週間でした。
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　浜松地区　浜松第１４団　ビーバー隊 隊長　平野　浩司
　去る３月４日に緑化推進事業の西部ブロックの活動として行わ
れた浜松市西区の防潮堤への植樹活動にビーバー隊からベン
チャー隊のスカウトとその家族24名で参加した。
　防潮堤には先にクロマツが植えられているが、その下段に様々な
種類の広葉樹（今回は26種類あるそうだ）を植えていった。松に比
べ成長の早い広葉樹を植えることで防潮堤が崩れることを防ぎ、ま
た豊富な種類の木 を々植えることでより自然に近い環境を作り出す
のが目的だそうだ。
　１グループあたり幅１８ｍの区画が割り当てられ、１ｍの間に３本計５４本の苗木を植えていく。リーダーとお父
さん方が穴を掘ったところに水に浸しておいた苗木を入れ、肥料として杉のチップを入れていった。最後に苗
木の周りに乾燥を防止するために麻袋を敷き詰めておいた。このようにする事で乾燥と雑草をふせぐことが出
来て、雨が降らない場合でも１か月程度は苗木が枯れずにすむそうだ。
　我々の団は今回で２度目の参加だが、回を重ねるごとに参加団体が増えてきて植える苗木も多くなっている。
防潮堤の延伸工事はまだ10年単位でかかりそうだが、この活動を理解し継続してくれる子供たちが着実に増
えていけば20年・30年後には遠州浜に立派な森が出来上がり必ず地域の皆さんの命を守ってくれるように
なることだろう。
　家族皆で参加でき、防災や減殺について話す機会が出来るこのような活動をもっともっと多くの方に体験
してもらいたいと思った１日だった。

防潮堤の
植林活動に
参加して

防潮堤の
植林活動に
参加して

　わたしが、植樹をして思ったことは二つあります。一つ目は、
思ったよりも、木がかんたんに見分けることができたことです。葉
や木のもようがくっきりしていたからだと思います。二つ目は、前回
よりも木を植えるのがかんたんだったことです。くわで土をやわら
かくしたら、土がほれてしまって、スコップでほるひつようがないよう
に思いました。またこんども、植樹にさんかしたいな、と思いました。 

浜松地区　浜松14団カブ隊 橋場　美輝

浜松市西区の防潮堤

雪中訓練に
参加して！

雪中訓練に
参加して！

静岡地区
静岡第27団

静岡地区　静岡第27団ボーイ隊　隊長　原田　雅樹
　静岡第27団では、2月24日から25日にかけて霧ヶ峰高原で雪中訓練を実施しました。ボーイ隊はスキーに
チャレンジしました。
　１日目は２グループに分かれて初心者はスキー教室へ。中級者はインストラクター経験のある副長の指導によ
りパラレルターンをマスターすべく練習しました。中級にはカブ隊からも滑れるスカウトが合流し、丁寧な指導のも
とで着実にレベルアップしていました！スキー教室に入ったスカウト達も、午後にはボーゲンでゲレンデを滑れるよ
うになっていました！
　２日目は朝礼、月の輪スカウトが加わったスカウツオウンのあと、今度はレベルにあわせて３班に分けて訓練を
実施しました。上級のグループは、ほぼパラレルターンができるところまで到達。今回初めて滑ったという初心者
も、プルークボーゲンができる程度まで滑れるようになりました！
　普段ほとんど雪を見ることがないスカウト達にとっては、貴重な経験になりました。

　県境の長い道路を抜けると雪国であった。
キーンと冷たい風が何度もほほにあたり、周りの景色が
どんどん変わっていく。「私、すべりまーす」、「ぼく、ころ
びまーす」。高らかに宣言して、板やおしりで滑ってい
た。そう、私達はスキーをしたのだ。たくさんの人に教えて
もらったり、みんなで教え合ったりして、とても楽しい２日
間が過ごせた。たった２日だったが、静岡では見られな
い雪を満喫し、一緒に滑ることでみんなともっと仲良く
なれたと思う。帰りにバスから見た景色は、いつも以上
にキラキラ輝いていた。

静岡地区　静岡第27団ボーイ隊
池谷　仁美
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日　時：平成３０年２月１７日（土）　１３：３０～１６：３０
参加者：４１名
　「障害をもつ」というのはどういうことなのか？それぞれの個性をもつスカウトをどのように理解し、自立にむかっ
て必要な支援とは何かを学習するために、研修会を開催いたしました。今回は講師を特別支援学校の中学
部教諭であります柴田潤二さんにお願いしました。柴田さんが日々取り組まれている支援を必要とする子供た
ちへの接し方、指導の考えをお聞きすることができました。
　ボーイスカウトの組織は「すべての人に解放されており、障がいのある人の参加については適切な活動がで
きるよう必要な環境整備と支援を行うとしています。障害者を取り巻く環境は法律が整備され支援の考え方
や方法は変ってきています。隊の中に発達障害と呼ばれる特別な支援を必要とする子がいませんか？支援は
決して過剰にならずその子の自立を助けるものでなければならない。きめ細かな対応が指導者には求められ
ます。

セーフフロムハーム安全委員会　脇坂　英子

障がい児
スカウティング
研修会

障がい児
スカウティング
研修会
静岡県青少年会館大ホール

8グループ討議

8集合写真

8会場内

8講師／
　　柴田潤二 氏

グループ発表6

Facebook
活用勉強会
Facebook
活用勉強会

会場：浜松市南区 東部地区付設体育館講座室A
日時：平成30年1月14日㈰ 13：30～15：30
講師：組織拡充広報委員　西尾　崇伸

　勉強会の内容は昨年からさらにバージョンアップしました！
　勉強会前半はfacebookページの作り方を紹介し、後半は利用上の注意とポイントを紹介しました。
　著作権や肖像権などのインターネット上でスカウト活動の広報を行う上で最低限押さえておきたい情報
はもちろん、スカウト活動の魅力の発信の方法などを紹介しました。
　
　委員会では、登録人数の減少など昨今のスカウト活動を取り巻く課題の特効薬にはFacebook上での
広報活動はならないと考えています。やはりスカウト活動の魅力を最も伝えられるのは団での活動です。ス
カウトが楽しそうに笑顔で活動している姿や真剣な表情で仲間と話し合って課題に取り組む様子、班員と
力を合わせてスキルを発揮する姿などが、最も有効なそして見た人の心に強く訴えることのできる広報の
素材です。どんなに文章でスカウト活動の魅力を解説してもそれにかなうものはありません。そしてそれらを
最も有効に伝えることのできる広報ツールはやはり“口コ
ミ”だと考えます。しかしFacebook上での広報はその口
コミの力をより強めることのできるツールです。スカウトの
保護者の皆さんのママ友やパパ友によりスカウト活動の
魅力を伝えることができるのです！
　詳細にFacebook上での広報活動の有効性につい
て書くにはここでは紙面が足りないので、次回のFace-
book活用勉強会で皆さんの参加をお待ちしております！

※次回は東部での開催を
　予定しております！
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楽しかった B-P さい

楽しかったクリスマス会

スケート合宿と B-P 祭

たのしかった おしょうがつ

沼津地区　沼津第４団　ビーバー隊　えがみこ太ろう

掛川・袋井地区 菊川第１団　ビーバー隊隊長　松本裕美子

清水地区　清水第 13 団　ビーバー隊　尾上　晴咲

浜北・天竜地区　天竜第 1 団　ビーバー隊　徳井　涼介

　ぼくは、ビーバースカウトとカブスカウトの友だち
で、B-Pさいであそびました。みんなであそべる日は、
とても楽しみです。
　はじめに、ベーデンパウエルクイズをやりました。
ぜんぶで６問ありました。ぼくは、５問正かいしまし
た。ぜん問正かいすると、ワッペンがもらえたので、
ぼくは、くやしかったです。
　ゲームは、たくさんあって、みんなであそびました。
ヨーグルトのパックを高くつみ上げるゲームで、ぼく
は一番になったので、うれしかったです。紙ざらで作
った UFOもよくとんでうれしかったです。
　お昼におにぎりを食べる時、カブスカウトのお姉さ
んが、手品を見せてくれました。
　B-Pさいが、とても楽しかったので、おわる時ちょ
っとさみしくなりました。来年も、またみんなであそ
びたいです。

　12月 17日ビーバー隊のクリスマス会を行いました。
　初めに、大きな、大きなクリスマスツリーの飾りつ
けを行い、スカウトのテンションも上がった所で、ク
リスマス会の始まりです。
　靴下で出来たパペットのクロちゃんが登場しました。

『僕、友達が欲しいな、みんなお友達を作ってくれる
かな？』
その声を聴いてみんなでクロちゃんのお友達を作るこ
とにしました。好きな柄の靴下を選び、色々なパーツ
をボンドで貼り付けました。髪の毛を付けたりサンタ
の帽子を付けたりみんなそれぞれ可愛いパペットが出
来ました。
　楽しいパペット作りが終わるとクロちゃんが言い
ました。『何だかいいにおいがするよ！』テーブルを
見るとクリスマスケーキが並んでいます！みんな大喜
び！あっという間に食べ終わり次は楽しいゲームの時
間です！
　みんな、自分で作ったパペットを手にはめてチーム
に分かれ、物運びゲームの始まりです。
　小さな消しゴムや薄いノート。パッペットのお口で
挟んで次の人に渡します。中々うまく挟めなくて、う
まくいかないけれど、逆にそれが楽しくて大盛り上が
り！楽しくって何度もゲームをやりました。
　パッペット作りにケーキ、ゲームと、みんないつも
とは違う集会で、笑顔が絶えない時間が過ごせました。
また、みんなで楽しいパーティーやろうね！

　スケートがっしゅくであさぎりこうげんにいきまし
た。スケートのやりかたをおしえてもらったので、上
手にすべるようになりました。ズボンと手ぶくろがび
しょびしょになったけど、とってもおもしろかったで
す。らい年もぜったいやりたいです。
　BPさいでつみ木の先生につくりかたをおしえても
らいました。たくさんのつみ木でじぶんよりも大きな
バベルのとうをつくりました。大きなトンネルもつく
りました。みんなで入りました。みんなでつくったの
がおもしろかったです。

　ビーバーたいのみんなで、どんどやきを見にいきま
した。かみさまに、ありがとうといいながら火を見上
げました。もちつきもしました。つきたてのきなこも
ちはとてもおいしかったです。ちかくのじんじゃでお
まいりもしました。いけでコイを見つけたので、はし
の上でジャンプをしたらコイがたくさん出てきてびっ
くりしました。かえりみち、
川にこおりがはっていた
ので、かわらにおりてこ
おりあそびをしました。ぼ
くのかおより大きいこお
りがとれ、手でわったり、
あしでふんだりしました。
さむかったけど、とてもた
のしかったです。
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加藤　佑磨
　かざりずしを作りました。ぼくは、ふつうは丸くつ
くるけど四角かったからびっくりしました。こんどお
うちでも作りたいです。
つる谷こうたろう
　かざりずしは知っていましたが作り方は知りません
でした。そして作るのも初め
てだったのでとても楽しかっ
たです。
中野　寛明
　かざり寿司は初めて作った
し、初めて食べました。とて
もおいしかったです。

　今日、私は鎌倉の国際交流ハイキングに行きました。
　私は「Hチーム」でアカシュという外国人と大仁の
人たちなど全 9名と行きました。最初は少しいつもと
違って気まずかったです。でも、だんだんいっしょに
いるうちに話しやすくなっていきました。まず最初に
はら切りやぐらに行きました。山道が自然のアスレチッ
クみたいでおもしろかったです。みんなは「はら切りや
ぐら」がどこにあるか後から気づいていました。
　次に、「よりともの墓」に行きました。歩いている
時に、山道の方が道が色々あったたのでおもしろかっ
たなと思いました。通り過ぎたのでビックリしました。
　その後もいろいろと行き、足がパンパンなまま、お
昼を食べました。クラムチャウダーやコンソメスープ
などもありとてもおいしかったです。最後の方にやっ
たゲームも楽しかったです。
　外国人とも、交流できて良かったです。また行きた
いです。楽しかったです。

　40個めのチャレンジ章を隊長から受け取った時、
私は言葉ではあらわせないほどのうれしさがこみあげ
てきました。それだけスーパーカブへの道のりは大変
でした。
　「ハイカー」をとる時は、３回ハイキングが隊でで
きないかもと心配しましたし、「マジシャン」はひろ
うする場を作ることができず何度もデンリーダーにお
願いをしました。「動物愛護」や「気象学者」は１か月
記録を続けるのが面どうで投げ出しそうになりました。
でも「ちゅうとはんぱにとるのはもったいない」と思っ
てがんばりました。お父さんとお母さんは分からない
所は教えてくれました。うさぎの年の夏休みには毎
日のようにとりくみました。隊長は「ここでとれるよ」
と活動予定を教えてくれたり　デンリーダーは親のサ
インが必要な所は、ふせんをつけてくれました。色々
な人の支えで私はスーパーカブになることができまし
た。
　最後に私がスーパーカブになるために一番やった
ことは　とにかく何度も何度もチャレンジブックを読
むことです。何度も読んで内容を覚えるとどこで何の
章がとれるかわかり、取り残すことが減ります。
これからは「デンコーチ」になり、チャレンジ章の取
り方をうまく説明して、1人でもスーパーカブが増え
る様に努力していきたいです。

　わたしは、朝の４時４分に起きてねむいけどすぐ起き
れました。集合時間が朝５時４０分だったけどまにあっ
てよかったです。
　行きのハイキングは、道がでこぼこだったり急なさ
かだったのが少し大へんで、のぼりざかも階だんがあ
って大へんでした。ゴールについて、
すごくつかれたのはがんばて歩いたからだと思います。
と中休けい場所があってよかったけど、休けい場所が
なかったらがんばってもがんばってもすぐにつかれて
しまうと思います。
　名し交かんが５まいもできてよかったです。外国人
の「アカシュ」とも仲よくハイキングできたけど、と
きどきアカシュが先に行ってしまうときは少し困りま
した。赤組の子たちとは分かれてしまったけどわたし
は新しい友達がたくさんできてよかったです。みんな
の名前をすぐに覚えられました。
　わたしは、おみやげをかうときに無だ使いなく使え
たのでよかったです。
　わたしは、鎌倉ハイキングへこれてよかったです。
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かざり寿司を作ったよ

鎌倉国際交流ハイキングについて

スーパーカブになれたしゅん間

沢山の思い出のできたかまくらハイキング

三島地区 三島第 14 団　カブ隊 仲良し 3 人

三島地区 三島第 5 団　カブ隊　長澤　実季

三島地区 三島第 5 団　カブ隊　酒井　七華

三島地区 三島第 5 団　カブ隊　佐野　璃子
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スカウトは友情にあつい ス キ ー

はじめての手旗信号

菊章を取得して

三島地区　三島第 5 団　カブ隊デンコーチ　松浦聰次郎 島田地区　島田第 6 団　カブ隊　森　舞羽

富士宮地区　富士宮第 5 団　カブ隊　望月　日愛

伊東地区　伊東第 3 団　ボーイ隊　日吉　暁

　私は今回デンコーチとしてボーイ隊から鎌倉国際
交流ハイキングに参加させていただきました。テーマ
が国際交流ということで、自分なりに言葉の通じない
カブスカウト同士の会話の手助けをするという目標を
たてました。
　ハイキング中にも色々なイベントがありましたが、
最もスカウト同士の交流があったのは基地でのオリジ
ナル組旗製作だと思います。組の名前をつけ、イラス
トを描くという極めて漠然とした課題を協力して形に
する。単純ではありますが、少し幼いからこそその柔
軟な発想や初対面の仲間との協力を引き出す、素晴
らしい企画だったと思います。当初の目標だった会話
の手助けも、そこである程度達成出来ました。
　ボーイ同士の交流も出来ました。簡単な名刺交換
でしたが、隊毎に個人で作らせたか活動で作ったか
等の僅かな違いがあり、個性を感じられて面白かった
です。
　とても実りのある一日だったと思います。機会があ
れば是非また参加したいです。

　私は、１月２７日に初めてスキー体験をしました。
スキーへ行くと聞いてからずっと楽しみにしていまし
た。当日になって朝４時ぐらいにおきました。いつも
はなかなか起きられないけど、その日はすぐ起きてし
たくができました。
　やっとスキー場です。スキーの道具を全部かりて
したくをしました。きがえている時もずっと「はやく
すべりたいな。」と言っていました。はじめの練習は
うまくできなくて泣いてしまいました。私は初めてで、
みんなは２回目と差があったけれど、みんなに負けな
いようにがんばりました。でも上へ行くのはこわかっ
たです。初めてのリフトはどきどきしました。上へ行
ってもどきどきしました。初すべりは、楽しかったで
す。でも課題がみつかりました。ブレーキの時にひざ
がくっついてしまうことでした。何回も何回も上から
すべりました。すべることはできて、ブレーキができ
なかったけれど何回もすべっているうちにうまくなり
ました。向きをかえたブレーキもできるようになりま
した。
　スキーをやってみて、す
ごく楽しかったし、来年も
来てやりたいと思いました。

　わたしは、この間の隊集会ではじめて、手旗信号
をやりました。
　手旗信号は、目で見えるきょりならどこでも連らく
することができると教えてもらいました。両手の動き
だけで連らくすることができるのですごく便利だと思
いました。だけど、初めてだったので最初は大変でし
た。「ク」や「タ」など似ている動きがあったので苦
戦しました。すでに暗記している友達がいて「すごい
な」と感心しました。
　最後にはチームを組んでおたがいに文字をおくる
ゲームをしました。わたし達のチームは、「ツチノコ」
や「スカウト」などの文字を相手チームに送りました。
相手チームにすぐになんの文字か当てられてしまった
けど、すごく楽しかったです。
　私は、隊集会が終わるころには、ほぼ手旗をマス
ターしていました。
　これからは、もっと、より完ぺきに手旗をマスター
したいです。

　私は 10年前、5歳の時にビーバースカウトから入団
した。この時にはまだ、菊章という言葉すら知らなかっ
た。もともと体力があまりなく、体つきも貧弱だった
ため、このころからハイキングや山登は苦手だった。
その後カブスカウトを経験し、ボーイスカウトに上進
したが、やはり体力はあまりなかった。
　菊章には「マスターバッチ」と呼ばれるものが計 6
個必要になる。まずボーイスカウトで初級章から 2級
章になるために 1個、2級章から 1級章になるために 2
個、そして 1級章から菊章になるために 3個、計 6個
も必要になる。
　私が菊章を取ろうと思った時、また 1つ苦手なもの
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ナイトハイクを体験して

スカウトから指導者へ

磐田第 6 団 わくわく焚火会

富士地区　富士第 14 団　ボーイ隊　佐野　翔太

富士宮地区　富士宮第 25 団 ボーイ隊 隊長　井出　輝彦

磐田地区　磐田第 6 団 団委員　村田　朝雄

　ぼくはボーイ隊に入って１年目です。その中で一番
大変だったのはナイトハイクでした。ナイトハイクは
５年生の緑の学校の時いらいやっていません。はじめ
22Kmだと知り、うゎ〜と思ったけど、入って１年目
だからがんばろうと思いました。
　コースは富士市役所から、潤井川沿いを歩き、富
士宮の浅間大社に行き、そこからおりかえし、一気に
法蔵寺まで下り、そこで仮眠をとって朝、広見公園
でゴールです。
　歩いている時は最初はふつうだったけど足が痛くな
りはじめ、浅間大社へ行く岩本山の坂はめっちゃねむ
かったです。でも車の走っている音がねむけざましに
なりました。浅間大社から法蔵寺に向かう時が一番ね
むくつらかったです。隊長にはねながら歩いているぞ
と言われました。夜中の１時ごろだったと思います。
そこからずっと歩き、法蔵寺の近くのスーパーマー
ケットが見えた時はすごくうれしかったです。法蔵寺

　私はカブスカウトから現在指導者としてスカウト活
動を続けています。
　昭和 48 年、私がカブスカウトに入団した当時は朝
霧で第 13 回世界ジャンボリーが開催され、富士宮全
体でスカウト活動が一気に盛り上がっていた時期でし
た。その中で私はキャンプやハイキングなどの活動を
通じて様々な事を学びました。技能だけでなく、奉仕
の精神、自立精神、リーダーシップ等々、今の自分の
基になる事を学ばせてもらったと思っています。
　そして、私が経験したスカウト活動を今度は次世代
の子供たちに伝えたい気持ちが自然と指導者への道
につながりました。
　しかし、伝えるべき子供たちが少ない、ボーイスカ
ウトに入ってこない事が今の悩みの一つです。スポー
ツ少年団や他の社会教育団体と比べてボーイスカウ
トに魅力がなくなっていると言う方もいますが、ＢＰ
から 100 年以上続くスカウト精神と一貫した教育シス
テムは今でも他に類を見ない素晴らしい社会教育活
動です。
時代が変わってもボーイスカウトの魅力をいかに伝え
ていくか、新たな事にもひるまずにチャレンジしてい
くことも指導者の使命の一つと思い、そのために私は
これからも研鑽を積んでいきたい。

　我が団では、今年も仲間を募ろうと、2月 11日㈰に
表題のイベントをうさぎ山児童遊園で開催しました。
危ぶまれた天候も我々に味方してくれ、風は強いもの
のお日様の顔を出す天気となった。
　リーダーの皆さんが献身的奉仕で、前日から食材、
その他必要材料を準備してくれ、本当に頭の下がる思
い。
　1か月前ぐらいから地域の交流センター、幼稚園等

に向かわなければならなかった。料理だ。普段自分
で料理をしない私は、そうめんをお湯から茹でること
も知らないほど何もわかっていなかった。このことに
より私はそうめんの作り方を一生忘れないだろう。失
敗は経験として生き、より良くなっていくことを知っ
た。
　これらを踏まえた上で私は菊章の面接を受けた。 
その形式は私立受験の面接に似ていた。内容はそこ
まで大変ではなかった。そもそも菊章を取得するこ
とは難しいものではなかった。「章を取る」という行
為のためではなく、「章を取ったことで今後何をして
いくか」という意味
を込めた、「通過点」
の証としてこの菊章
があるのではないか
と思う。
　今後私がどんなこ
とをするか分からな
いが、人のためにな
る仕事をしたいと思
えたきっかけとなっ
た菊章に感謝した
い。

について、豚汁が用意されてました。その豚汁はつ
かれた体にとてもしみました。そして、わずか 10秒
程でねむりにつきました。このころ夜中の３時ごろで
す。
　朝６時に起きました。３時間しかねてないけどとて
もつかれがとれました。あとは広見公園まで歩くだけ
です。うれしい気持ちでした。
　22Kmという長い道のりでした。ぼくはねることは
とてもつかれがとれるほうほうだなと改めて感じまし
た。
　隊長が次は 40Kmと言ったときは気が遠くなりまし
たが、がんばります。
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マスコミ（新聞・雑誌）に掲載された“スカウト活動の記事”を紹介します。

8御前崎市公式ホームページ
　広報おまえざき3月号（No.167）
　まちかど探訪２に掲載

※いろいろな所にボーイスカウトの活動が新聞雑誌、ネットなどに掲載されているのを
　見つけた方は静岡県連まで御一報ください。

コーナーコーナーマスコミマスコミ

4静岡新聞
　平成30年2月20日㈫
　朝刊に掲載

8静岡新聞
　平成30年3月4日㈰
　朝刊に掲載

8静岡新聞
　平成30年3月15日㈭
　朝刊に掲載

8静岡新聞
　平成30年3月20日㈫
　朝刊に掲載

にチラシを配布し、当日応募して下さったご家族を含
め 50〜 60名になりました。インフルエンザという邪
魔者の為、10数名が不参加となり、残念な限り。もっ
と多数の方々と楽しむことが出来たのに。でも、焚火
を囲んで、焼きいも、ツイストパン、マシュマロ焼、色々
な具材の燻製と、出来栄えに皆さん舌鼓。楽しい時間
を過ごすことが出来ました。実施出来て本当に良かっ
た。なるならこの中から一人でも二人でも仲間に加
わってくれる子どもさんが有ると有難い。祈る心境。
　今年も一人の怪我人も無く無事終了したことをすべ
てに感謝したい。本当でしたら我々団委員の役目だと
思うが、こうしてリーダーの皆さんが積極的にイベン
ト計画すべてを担当してくれ、本当に感謝、感謝。此
れが我が団の誇れるところかな、大いに自慢したい。
　最後にスカウト減少で何処の団も頭を悩ませている
事と思いますが、まず出来る事柄から実行してみる事

かもしれませんね？それも団の恒例行事のような位置
づけにして全員参加で機運を盛り上げられたら団の活
性化にも繋がるかな？
　お互い頑張りましょう。

友
情
章

氏　　名 地　区 所　　　属 氏　　名 地　区 所　　　属

浜松東

浜松東

三 島

富 士

富 士

三 島

三 島

三 島

浜松第15団

浜松第15団

三島第５団

富士第９団

富士第９団

大仁第１団

大仁第１団

大仁第１団

B S

BVS

B S

V S

B S

C S

C S

C S

隊

隊

隊

隊

隊

隊

隊

隊

間瀬 有里菜

立石 堅太郎

諏訪部　柚

柿島　花澄

志岐　康太

宇山　歩花

伊奈 帆乃香

風間　逞海

三 島

三 島

三 島

三 島

浜松東

島 田

静 岡

大仁第１団

大仁第１団

大仁第１団

大仁第１団

浜松第30団

島田第２団

静岡第22団

C S

C S

C S

C S

C S

C S

C S

隊

隊

隊

隊

隊

隊

隊

山﨑　一乃

宮石　莉空

吉川　涼斗

矢田　伊吹

上村　咲喜

鈴木　雄聖

八木　遙詩

組織拡充委員会平成30年３月度「友情章」顕彰者名簿

おめでとう！！15名の仲間が
友情章を授与されました。

「友情章」は、君の友達に「スカウトになろうよ！」と言って、友達がスカウトに入るともらえる章です。
記念品はネームプレートがもらえるよ。次は君が友達を紹介して「友情章」をゲットしよう！
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マスコミ（新聞・雑誌）に掲載された“スカウト活動の記事”を紹介します。

8御前崎市公式ホームページ
　広報おまえざき3月号（No.167）
　まちかど探訪２に掲載

※いろいろな所にボーイスカウトの活動が新聞雑誌、ネットなどに掲載されているのを
　見つけた方は静岡県連まで御一報ください。

コーナーコーナーマスコミマスコミ

4静岡新聞
　平成30年2月20日㈫
　朝刊に掲載

8静岡新聞
　平成30年3月4日㈰
　朝刊に掲載

8静岡新聞
　平成30年3月15日㈭
　朝刊に掲載

8静岡新聞
　平成30年3月20日㈫
　朝刊に掲載
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4,809 部
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編 集 日 記
　新年度の活動が始まりました。17NSJ に向け
て各地区でも本格的な準備・合同研修がスタート。
　｢たちばな｣もより充実した内容を目指します。皆
様からのご意見・情報を県連事務局までお寄せく
ださい。

広報「たちばな」編集部 杉山　文朗

お し ら せ コ ー ナ ー

平成30年度
講演会、定時総会・表彰式、交歓会

●月　日：平成30年５月20日（日）
●場　所：清水和田島自然の家
　　　　　　　静岡市清水区和田島271-3

●申込み：４月22日（日）まで

ウッドバッジ研修所スカウトコース
課程別研修（１日型） 静岡第4回

●日　時：平成30年６月2日（土）
　　　　　10時30分　講演「なろう。一人前。」
　　　　　　　　　　　　　　　　日本連盟社会連携・広報委員長　磯山　友幸 氏
　　　　　12時30分　表彰・総会受付開始
　　　　　13時00分　表彰式
　　　　　13時45分　定時総会
　　　　　17時00分　交歓会
●会　場：　清水テルサホール
　　　　　　静岡市清水区島崎町２２３

＊地区・団の代表者１名は、必ずご出席をお願いします。

各研修及び定時総会のご案内各研修及び定時総会のご案内


