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◇ 所 感 
 

尾張東地区委員長 平野嘉彦 

（北名古屋第１団団委員長） 

 

我が地区は、8 年前、旧尾張東、旧尾張中、旧

尾張北の三地区 2６ヶ団が合併し生まれまし

た。加盟員が愛知連盟内で最多の地区となり

ました、反面、地域が拡大したことによって

皆様方に不便を強いる結果も発生しました。

この 8 年間においては、横江前協議会長(現地

区顧問)、井上前委員長（現協議会長）始め地

区役員の皆様方のお力で今日まで進めること

が出来ましたこと感謝しております。残念な

事に、この間に６ケ団が合併し３ケ団に、1

ケ団が休団（廃団？）となり現在に至ってい

ます。少子化と言われる昨今、合併などは大

人の都合での事と感じることです、合併はや

む 

 

 

 

 

 

 

 

を得ない策とは思っていません。可能な限り

団は存続する事が必要であると感じています。

今まで培ってきたその団の歴史を振り返って

みますと発団以来この運動に携わってこられ

た関係者様の熱意が伝わって来ることと思う

のです。廃団寸前の団に対しては、言葉きつ

く叱咤激励をしてきましたが、残念ながら休

団（廃団？）、しかし、一部の指導者は、他団

に転籍しこの運動に携わっていただいており

ます。その地域に、新しく団を設立しようと

いう機運があります、そして転籍した指導者

の皆さんも新団の指導者として奉仕していた

だけるとのこと、嬉しく思っています。地区

全ての団で力を合わせ活発な団・隊へ向けて

スカウト運動の喜びを感じましょう。 

 

平成 31 年 4 月 14 日、日本ボーイスカウト愛知連盟尾張東地区総会が北名古屋市文化勤労

会館で行われ、新年度が始まりました。年号も令和と変わり新しい時代が始まります。 

スカウト活動を通しより良い≪人≫を育てましょう 
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総会では地区方針を提示させて戴きました。

「基本原則」に沿った活動ができるように、、

ボーイスカウト運動のアイデンティティを明

確にし、「スカウト数の増加」「指導者の養成

（確保）」に向けた取組みを計画的に推進する

こと、本年県連盟総会においても中期計画に

組み入れられております。改めて皆様に確認

をしていただきたいと思います。『青少年１

００人に０．８人のスカウト確保』『指導者育

成の充実』『五つのよろこび』勿論、地区をあ

げて支援をさせていただくよう、地区役員皆

様、コミッショナーグループ、特に団担当コ

ミッショナーの支援強化、団活塾への参加啓

蒙など団・隊に向けた対応を推進しています。

すぐに成果が出るとは思いませんが皆さんが

取り組むことで、意識向上していただき、私

達が何故この運動に関わっているのかを今一

度確認いただき多くの青少年、成人の皆様が

参加できる様に活動し、スカウト運動が益々

発展しますよう楽しんでいきましょう。 

 (2019/06/25)  
 

 

◇ 「夏休みを利用して」 
 

尾張東地区コミッショナ－ 小林弘幸 

 

もうすぐ夏休みですね。 

今年の夏、みんなの団はどこに舎営やキャン

プに行くのかな？今までやってきた、訓練や

学習した成果をためすときですね。 

 山や川で思いきり遊ぶのもいいですが、た

だ遊ぶのではなく、みんなと協力してひみつ

基地を作ったり、今まで作ったことのない、

大きな工作物や、体験したことのない活動に

チャレンジしてみるのもいいですね。 

ボーイスカウトはスカウト教育法と言って、

行なう活動に意味と目的を持たせて行う活動

です。隊の指導者であれば、必ずその意味を

考え、スカウトの成長の手助けとなるように

活動計画を組み立てています。 

楽しい事ばかりではないと思いますが、スカ

ウトのみんなは新しいことに勇敢にチャレン

ジして、夏を楽しんでください。また、保護

者の皆さまは、夏が終わるころに、どれだけ

成長したかを見て頂きたいと思います。 

本年度は 24回世界スカウトジャンボリ―も

アメリカで開催され、当地区からもスカウト

が参加しています。帰国後に報告を楽しみに

していますので、参加して成長した姿を皆に

見せてほしいと願います。 

また、夏の活動は、くれぐれも安全第一で

お願い致します。 

 

 

 
 

第 70回全国植樹祭三旗掲揚を担当しました 

 

      副コミッショナー 古木 啓介 

          

6月 2日(日)、新しい天皇陛下・皇后陛下の

初めての地方ご公務でもあった第 70回全国植

樹祭が尾張旭市の愛知県森林公園で行われ、

当地区のスカウト２名が名古屋北斗地区のス

カウト１名とともに、三旗掲揚における国旗

掲揚手および特別招待者の記念植樹の介添え

の担当として奉仕の機会に恵まれました。2 月

より事前講習や練習、リハーサルを経て、6月

の本番を迎えました。生演奏による「君が代」

に合わせて掲揚するのは大人でも難しいです

が、みどりの少年団およびガールスカウトの

掲揚手とともに立派に務め上げました。スカ

ウトたちの感想をご紹介いたします。 

 

 
 

春日井第 8団ボーイ隊 黒木 乃絵 
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 国旗を揚げる時に、風が吹いていなくて、

全然上手に揚げることができなかった。負っ

た国旗が全然広がらなかった。ただ、回れ右

やみんなで足をそろえるところは上手にやる

ことができたからよかった。植樹祭への参加

者がみんな自分たちのほうを向いていてとて

も緊張した。けれど今回の植樹祭はとても良

い経験になったと思う。ガールスカウトとも

仲良くなれ、瀬戸 6 団の獅苑くんや名古屋北

斗地区の間瀬くんと仲良くなれたのでよかっ

た。ガールとも連絡先を交換出来たり、新し

い友達もできたのがとてもうれしかった。 

 

 
 

瀬戸第 6団ボーイ隊 伊藤 獅苑 

 

 僕は今回の植樹祭での三旗掲揚を担当して、

とても感動した。もともと天皇陛下と皇后陛

下はすごいと思っていたけれど、実際にお目

にかかり、オーラが違うと思いました。 

 

 
 

天皇陛下と皇后陛下は思ったよりもキラキラ

していなくて、なんだか黒や白でシンプルだ

なと思いました。三旗掲揚の時はとてもドキ

ドキしました。思っていたよりも多くの人が

いて、みんながこっちを見ているのが分かっ

ていきなり緊張したけれど、この植樹祭のお

かげで友達ができたし、楽しい思い出もでき

たから植樹祭に奉仕できてよかったなと思い

ました。 

 

 
木製地球儀 

 

植樹祭ボランティア奉仕 

ありがとうございました 

 

 

尾張東地区行事国際委員会 

 

第 70回全国植樹祭運営ボランティアに尾張東

地区より 12名が奉仕参加しました。役割は会

場内での案内、環境整備、全国から参加され

た一般参加者の植樹支援等に奉仕頂きました。 

事故無く無事に終える事ができました。この

様な大きな大会で奉仕できる機会は、なかな

か出来なく貴重な経験を得る事が出来ました。 

愛知連盟では約 70名の奉仕がありました。 

また、今年度・各団には「緑の募金」活動に

ご協力いただきありがとうございました。 

募金額約 40万円は県連を通じ(社)国土緑化推

進機構進へ納付されます。 

 

 

◇ ＪＩＣＡに訪問して感じたこと 
           

春日井第 8団 つばめ班班長 齋藤柚季 

 

 先日、ＪＩＣＡ名古屋ひろばに、班員みん

なで見学に行きました。 

そこでは、様々な問題が、すごろくやクイ

ズ、パズル式などになっていて、自分で体験

しながら楽しく学ぶ事ができ、世界の病気、

問題、生物などについて知ることが出来まし

た。 

今の自分にできる事はとても少なく、限ら

れているが、小さなことを一つ一つ積み重ね

ていくことで世界の問題が少しでも解決でき
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るようにしたいと思いました。今の日本はか

なり発達しており、とても便利になっている

が、他の世界には電気や水などが家に通って

いなかったりしていて、遠いところから水を

運ばないといけないなど、とても自分がそこ

で暮らすことが出来ないと思ってしまった。

今の日本は暮らしやすいところになっている

が、日本も昔は今のように暮らしやすい国で

はなく、過去には外国に援助してもらったお

かげで今に日本があると分かった。 

他の国も便利で暮らしやすい国にするため

に、国同士で協力して、この世界全体が暮ら

しやすくなって欲しいなと感じました。 

 

 
 

 

◇愛知ローバームート 2019に参加して 

 

犬山第７団 ローバー隊 島村 真人 

 

 １ＴＣや２ＴＣの行われた日和田高原で開

催された愛知ローバムート 2019に参加してき

ました。この行事に参加しようと考えたのは、

ビーバーからスカウト活動を続けてきた経験

の中で雪中キャンプを行ったことが無かった

からです。雪中キャンプの経験が無いので事

前集会を通して準備しないといけない事や、

雪中キャンプの注意点を学びました。特に印

象に残っているのは太陽が雪に反射して目が

火傷する恐れがあると言われた事が印象に残

っています。 

 雪中キャンプについて大いに学び、スノー

モービル等の雪中アクティビティを通して県

内の様々なローバーと交流が図れ、この事業

に参加してとても良い経験になりました。 

 

 
 

 

◇  さつまいもの苗よ 大きく育て！ 

                                 
尾張旭第 1団  ビーバー隊 

            隊長  井上祐二 

 

5月２６日の集会はスカウト募集活動とし 

てさつまいもの苗植えを開催しました。天候 

が良く汗ばむような暑さでしたが皆一生懸命 

に苗植えをしていました。植えた後はたっぷ 

りと水を与え早く成長するよう願いました。 

スカウトは一般の体験の子供たちとすぐ仲良 

くなり元気に楽しく活動ができました。 

 

 
 

 

◇ 「そーと近づくんだよ！」 

 
         尾張旭第 1団 

           カブ隊長 林 緑 
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今年のカブ隊は、しか 2 名、うさぎ 1 名か

らなる、スカウト 3 名でのスタートとなりま

した。6月の爽やかな日、自然満載の公園で、 

蝶の捕獲を目論むスカウト。「そーと近づく

んだよ！」ひとりの声かけに実践してみたも

のの、虫取り網を持たない彼らに捕まる蝶は

いないようです。これからも、声を掛け合っ

て、 

協力しあって、楽しく活動を続けてくれるこ

とを願います。 

 

 
 

 

◇「募集イベントの感想」  
 

日進第２団 カブ隊 

山本凌也 

 

ぼくは６月１６日に募集イベントをしまし

た。僕のチームは浦島太郎チームでした。 

まず、ご飯を炊くために竹を切りました。

体験の子達も上手にできていました。竹でご

飯を炊いている時にマシュマロとツイストパ

ンを焼きました。火加減が難しかったけどお

いしかったです。ご飯は上手にできました。

みんなおいしそうに食べていました。その後

に段ボールキャタピラをしました。残念なが

ら３位でした。体験の子も早く入って一緒に

活動をしたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「募集イベントの思い出」 

 
日進第２団 カブ隊 

谷口昇太郎 

 

ぼくは 募集イベントで おいしいかぐやひ

めごはんを作りました。 

かぐやひめごはんとは 竹で炊いたごはんの

ことです。 

いろいろなゲームをやったりして おもしろ

かったです。 

最後には かぐやひめが来てくれました。 

自分で作ったごはんは おいしかったです。 

作ってもらったとんじるは3杯も おかわりし

ました。 

また、かぐやひめごはんを作りたいと思いま

した。 
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◇「かぐや姫ごはんを作ったよ！」 

 
日進第２団 カブ隊 

田中心春 
 

 ぼしゅうイベントでかぐやひめごはんを作

りました。かぐやひめはどこで生まれたかな

どかぐやひめについて話を聞きました。かぐ

やひめの話が終わると、キャンプ場に行きま

した。まず竹を切りました。ノコギリを使う

のはむずかしそうに見えたけど、けっこうか

んたんでした。ゴキゴキ音が鳴って、楽しか

ったです。竹を切り終わったら、竹にごはん

を入れて，火でたきました。ごはんは火の味

がしました。 

 

 

◇「募集イベントの感想」 
 

日進第２団 カブ隊 

坂田 悠 

６／１６にぼくは募集イベントで、最初の

集合の時、「人がいっぱいいるな、いっぱい

仲間がふえるといいな」と思いました。皆で

ゲームやご飯作りをしました。その中で一番

印象的だったのは、パン作りです。友達と二

人でパン生地を取りに行くと、最後の２つで

した。その時ちょうど小さい子が来たので、

その子に１つ譲りました。一緒にいた友達が

パン生地を半分にして分けてくれて、焼けた

パンはよりおいしく感じました。良い事をし

て、良い気分で一日を終わりました。 

 

 
 

 

◇テント立てと  はんごうすいさん 
         大口第 1団  カブ隊 

橋本妃奈 

                

私が一番心にのこったことは、テント立て

とはんごうすいさんです。テントは、2回目だ

ったけど、わすれていて、むずかしかったけ

ど、さいごは、しっかりできたので、うれし

かったです。はんごうすいさんも 2 回目で、

とても楽しかったです。だけど、お米が上手
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にできなかったので、キャンプのときには、

このことを活かして、上手に作りたいです。

キャンプが楽しみです。 

 

 
 

 

◇「ついせきサイン」 

 
         大口第 1団  カブ隊 

村山羅偉亜 

 

ぼくは、6月 2日にハイキングで、ついせき

サインをやりました。行き止まりや、問題が

あって、とてもむずかしかったけど、2人でと

いて行きました。ゴールはきんすけ公園の水

のところでした。ゴールについたら、しぜん

のもので、いろいろつくりました。とてもた

のしかったです。あと、とてもあたまを使っ

たので、あたまがまっ白になったりしました。 

 

 

◇ 「もちつき」 

 
        春日井第 3団  ボーイ隊 

               山﨑 大海 

 

 1 月 13 日に、もちをつきました。もちの味

はきなことあんこでした。つくのにつかれた

けど、楽しかったです。 

大人はつきかたがうまかったけど、負けない

くらいにがんばりました。けどやっぱり大人

には勝てませんでした。 

自分たちでつくったもちは、やっぱりおいし

かったです。もちをつくのはボーイスカウト

だけなので、いつもこのきかいがあるときを

楽しみにしていました。またもちつきをした

いです。 

 

 
 

 

◇ 「募金活動」 

 
        春日井第 3団  ボーイ隊 

               和田 成未 

 

 私は 4月 28日に募金活動をしました。最初

は、きんちょうしてあまり声が出せなかった

けど、だんだん声が出せるようになってきま
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した。声をかけて、募金してくれるたびに「よ

しがんばろう」という気持ちになりました。

声をかけてもだれも募金してくれない時間が

続くと、もうやりたくないという気持ちにな

ったけど、そんなときに募金してくれた人の

おかげで続けられました。暑かったけど、最

後まで続けられたのでよかったです。 
 

 
 

 

 

尾張東地区各団の体験・見学行事予定の案内 

 

10/27  日進１団 オープンスカウト・ウォー

クラリー 五色園 

11/3 春日井スカウト団主催のチビッコレン

ジャー大集合  春日井市落合公園 

11/17 春日井 4団 野外料理・ゲームの見学

会 上条町庄内川河川敷 

11/11 春日井 5団 体験集会（内容未定） 二

子山公園 

11/23  北名古屋１団 チャレンジ広場で学

ぼう 北名古屋市徳重 本郷林證寺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾張東地区行事予定の案内 

 

7/20  24WSJ派遣隊結団式・壮行会 春日井市

少年自然の家 

 

7/22～8/2 第 24回世界スカウトジャンボリ

ー アメリカ 

 

9/16 全国防災キャラバン イオン春日井ショ

ッピングセンタ 

 

11/10愛知連盟創立 70周年記念 

 

3/20～22 尾張東ベンチャー特別野営 場所

未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪編集者より≫ 

 

記事投稿いただいた方ありがとうございまし 

た。 

次回は 9月末締め切りです。担当は Bブロッ 

クで、犬山第７団、江南第３団、北名古屋第

２団、瀬戸第１団、日進第１団、春日井第２

団、春日井第５団です。楽しい記事をお待ち

しています。 

今回より各団の体験・見学行事予定を掲載し

ましたが、まだ未定の団が多いのか紹介しき

れませんでした。次号以降に開催される団が

多いと思います、是非お知らせください。  

 

 


