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２０１3年度 

霊南坂スカウトクラブ スカウトサンデー集会報告 

２０１３年度事業計画 

1.参加会員の増強と楽しいスカウト活動に有効な施策を計画してまいります。 

活動ポリシー：「スカウトはいつも、いつまでもスカウトだ！」の精神を基本に、現役時代に帰って、 

楽しいスかウト活動を行う！ 

具体的には：会員相互の親睦を図る行事、現役に対するサポート、社会還元活動などを行う。 

2.ホームページの充実、クラブ会報の配布を実施してまいります。 

3.現役リーダー及びスカウトの資質向上に役立つ研修会・講習会等の開催を計画いたします。 

4.現役を卒業するリーダー、スカウトの入会を推進してまいります。 

                         ２０１３年度予算 案 

 

２０１２年事業報告 

霊南坂スカウト創設６５周年に当たり、スカウトクラブ・GS/BS・教会関係のみの内輪で４月２８日「６５年の

あしあと」をテーマに礼拝・式典を持ちました。続いてカウトクラブが得意とする「にこにこレストラン」を１

階ホールに開設。アメリカの遊園地を想定して、懐かしい音楽と風船やポスターでにぎやかに飾り、メンバーは

ピエロに扮したり、それぞれの扮装でスカウト達と共に祝会を楽しみました。 

た クラブ会報とホー  

２０１２年度決算報告 

 

２０１３年２月２４日（日）スカウトサンデーの午後、スカウトクラブＯＧのＲＩＭＩ（長井利美）さんの 

「手話と歌のパフォーマンス」をスカウト達と楽しんだ後、３階ホールで２０１３年度スカウトサンデー集会 

を開催しました。 

今年は、「楽しいスカウト活動」をテーマに現役時代の集会を再現して、クラブ旗に全員起立して「礼」をし

た後、スカウトサインをして、ガールスカウトの「やくそく」とボーイスカウトの「誓い」をし「霊南坂スカ

ウト団歌」を斉唱して開会式を行いました。 

 総会は、倉持雅人兄の司会進行で行われました。 

議案 2012年事業報告   田中新二、  2012年決算報告   大槻敬太郎、  監査報告 日下部英一 

    2013年事業計画案 田中新二、   2013年予算案   大槻敬太郎 

上記議案について全会一致で承認されました。      

続いて、小崎忠雄会長の挨拶の後、お茶とお菓子をいただきながら意見交換とゲームや懐かしいスカウト 

ソングを歌い、現役時代を想い起して楽しみました。 
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浅田きよみ 

去年檜垣君子さんから「プレイリ

ーダー」というボランティア講座を

教えてもらいました。病気の子ども

と「ただ遊ぶ」というボランティア

なんです。研修を終えたので、今年

は少なくとも月に 1 回はしようと思

っています。 

芹野朝子 

甲東教会の定期総会Ⅰが礼拝后開

催されますので残念ですが欠席させ

ていただきます。 

私共おかげさまで元気に致してお

ります。主人は名誉牧師私は教会主

事として、それぞれ諸集会に参加し

たり、教会員の方々のお見舞い訪問

などに出かけております。 

スカウトサンデーが主の祝福のう

ちに行われますよう祈りつつ。在主 

（お世話ご苦労さまです） 

志水 功 

事務局のみなさまには毎度お手数

をお掛けして居ります。東京も随分

寒いようですが、どうぞご自愛くだ

さいますよう（特にインフルエンザ

には十分お気をつけてください） 

石田隆一 

お陰さまで毎日げんきですごして

おります。 

渡辺 澄 

毎年のことで残念ですが欠席しま

す。この時期の土・日は高尾山の自

然教室実施日にあたり、多くの子ど

もたちを集めた催しがあり責任者と

して出席しなければなりません。 

青木義明 

遅くなってすみません。行けるか

なと思っているうちに忘れてしまい

ました。元気でやってます。欠席さ

せていただきます。 

小宮忠紀 

スカウトサンデーおめでとうござ

います。手話を知り、皆さまともお

会いしたかったのですが、２月２４

 

 

杉原 正 

いつもお世話になりありがとう

ございます。団委員長在任中はご協

力、ご支援いただき心より感謝いた

します。先週1週間インフルエンザ

で休みましたが体調を整えながら

できることのお手伝いを続けたい

と思います。２月上旬つくば市筑波

宇宙センターで開催された日本宇

宙少年団の会合で「青少年団体の組

織マネージメント」のテーマでお話

させていただきました。４月には片

岡孝兄の千葉流山市でBS、GSのリ

ーダーにお話する予定です。日々体

調とそうだんしながら生活をして

います。  

高玉 大 

母がデイサービスに行き出して

３ヶ月1人で歩けるようになり、ス

ムースに会話ができるようになっ

てきました。耳の遠いのと目が曇っ

ているのが良くなればいいのです

が！私は大田市場で働き始めて半

年が過ぎ、やっと少しなれて来たか

なと言う感じです！ 

日下部英一 

いつもありがとうございます。 

☆杉原さん、与謝野さんお疲れさま

でした。 

齊藤 律 

毎年楽しい企画をスカウトに提

供してくださりありがとうござい

ます。娘たちと共に（レンジャー、

ジュニア）参加出来るのを楽しみに

しています。 

鈴木武夫 

千倉、野尻湖での活動を懐かしく

思い出します。 

高橋温子（御代川） 

ごぶさた申し上げており、敷居が

高く感じられますが、思い切って参

加させていただきます。仕事（英和

で非常勤講師）はやめましたが、自

分の勉強と家庭教師とで老化予防 

 

 

につとめております。私のスカウト

期間は昭和29・３０・３１年位」で

すので、出席しても recognize して

いただけないかも〜 

小崎公平・美恵 

昨年春から一番下の娘もブラウ

ニーになり、おかげさまで家族皆ス

カウトとして活動させていただいて

います。スカウト精神が引き継がれ

ていく環境にあることに感謝しつつ 

これからも楽しく活動させて頂きた

いと思っています。 

渡辺 誠 

栄村は雪の日々です。私も毎日の

ようにブルトーザーやパワーシャベ

ルで雪かきです。好きなスキーもま

まならず、板とブーツが泣いていま

す。 

後藤田淳子 

今年お正月より風邪をひき、体調

をくずしておりましたが、元気にな

りました。久しぶりのスカウトサン

デーの礼拝にぜひ出席させていただ

きたく存じます．早めに集会の方は

失礼させていただくかもしれませ

ん。 

塚田洋子 

小さな”終のすみか”を建てて２

年目に入りました。昨年1年「子育

てサロン」（６ヶ月位〜３歳のお子さ

んとママの参加）を毎月1回、「ばば

ランチ」＆ちょい学を色々な課題で

しています。今年は認知症サポータ

ー（市役所から）、転倒防止（近くの

医院から理学療法士をお招きして）

等々いたします。PC も８になり格

闘しつつ、前進しています。 

いつも裏方の皆様感謝です。 

西谷芳美 

スカウトクラブでのジャム作り

はとても楽しい集会ですよ。バザー

で皆で楽しく売りましたよ！皆様も

どうぞご参加を♡ 

 

                    返信はがき  （総会開催のご案内から 近況・・抜粋）   
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日に仕事が入ってしまいました。ご

案内ありがとうございました。 

またお会い出来る時を楽しみにし

ています。 

齊藤文雄 

お元気ですか。杉原さんの引退の

折りエビスガーデンに出席ありが

とうございました。 

今田さん、大浜さん、加藤４も同

年齢の人が亡くなり淋しい限りで

す。OB.OG 存続の為何か出来る事

があれば是非協力させていただき

たいと思います。お声をかけて下さ

い。 

寒い折、お身体にお気をつけてお

過ごしください。 

中村秀美 （管野） 

古稀となりましたが健康に気を

つけながら、楽しく元気に生活して

おります。いつもスカウトクラブの

御世話ありがとうございます。 

河合潤子 （萬井） 

いつもお誘い頂きますのに伺え

なくて申し訳ございません。小さな

孫の子守りでてんてこまいをして

おります。ご盛会をいのります。 

飯田誠子 

お陰さまで一応元気に生活して

おります。昨年は、10 月に姉（８

３才）を、１２月に母（１００才と

１ヶ月半）を亡くし、寂しくなりま

した。私は長女家族と一緒に暮らし 

前と殆ど変わらず。ガールスカウト

に籍だけはおいて、あと合唱などし

ております。ご盛会をお祈り致しま

す。 

藤井千鶴子 (長谷部) 

大変御世話様になっております。

いつもご連絡ありがとうございま

す。お陰さまで元気で過ごしており

ますが、当日都合悪く欠席させて頂

きます。皆様のご活躍を心よりお祈 

り申し上げております。 

大和健二 

ご案内ありがとうございます。自

身が幼い年代で、スカウト活動に励

 

 

 

んでいた事を思い出します。会のご

成功をお祈りしております。 

鈴木徳子 

いつもスカウト情報ありがとう

ございます。仕事もリタイアーし、

一人娘も結婚して家をはなれまし

たので気楽で気ままな一人暮らし

をエンジョイしております。スポー

ツジムに通い、行きたい時に行きた

い国を旅し・・・とカメハメハ王の

様な生活です。大好きなサハラ砂漠

で起きた今回のアルジェリア事件

に心を痛めております。昨年は４０

年振りに１才の孫とハワイを訪れ

ました。こういうところは性に合わ

ないカナ。兎に角元気にすごしてお

ります。 

足立園恵 (八木） 

H２４．4 月から新しく保育園を

設立し、園長をしています。全てが

新しいことで大変な日々ですが、歌

やゲーム等時折ガールでやったこ

とが活きています。人を育てるって 

大変ですね。 

笠川由佳 

私由佳はアダルト会の仲間に入

れていただき、バザー、みなと祭り

を楽しませていただいています。あ

りがとうございます。娘奈美は大人

への道途中で迷う中というかんじ

でしょうか・・・いつの日か２人で

教会に行かれるようになりたいと

思っています。皆様によろしくお伝

えくださいませ。 

渡辺博・邦子 

お便りありがとうございます。当

方２人とも元気です。当日は本年ジ

ャガイモ植え付け準備で参加がで

きません。皆様によろしくお伝えく

ださい。 

高柳彰男 

いつもご案内ありがとうござい

ます。毎年決まった日程なのに申し

訳ございません。お陰さまで身体は

元気でおります。なんとなく過ごす

毎日ですが、何か目標を決めて、こ 

 

 

 

れからも進んで行きたいと思いま

す。 

安西松江 

ご連絡ありがとうございました。

子どもたちも日曜日は休みでない

ので失礼します。 

私も主人が体調悪く伺うことが出

来ませんので宜敷くお伝え下さい

ませ。 

佐藤 馮 

病院通いをしながら生活をして

おります。昨年４月に心筋梗塞で手

術をし２週間入院し７月には間質

性肺炎で６週間入院し８月末にや

っと退院しました。体力の低下や薬

の副作用で他の病気も併発し月に

７〜８回診察を受けております。今

年中には元気になるようがんばっ

ております。 

倉持和子 (安保） 

母９３才と恙無く暮らしていま

す。東京から１００キロ以上離れた

田舎ですが、住めば都…自然の中で

ノルディックウォーキングしたり、

海で貝をひろったり…しています。 

スカウトサンデーのご盛会をいの

ります。 

伊藤由紀子 

スカウトサンデーにはナカナカ

出席することが出来ず日が流れ、心

苦しく思います。まだ仕事を続けて

いる日々、前々から予定を入れてお

りましたので欠席することお許し

を。いつもご連絡 etc.お世話様にな

り心よりお礼申し上げます。 

田付茉莉子 (大内) 

３月で大学を定年となりますが、

日本統計史研究所の仕事があり、引

き受けている会社史２件もいよい

よ原稿執筆段階に入り、かえって忙

しくなりそうです。 

佐藤禮子 (長瀬） 

カネミ油症被害者救済、がれき広

域焼却処理反対等に時間、体力を投

入しているので失礼します。ご盛会

を！！ 
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井上 純 

当日予定が入っていますので

残念ですが欠席致します。 昨年

杉原様の送別（慰労）会に参加し

久しぶりに皆様にお会い出来、懐

かしく思っています。機会あれば

又参加したいと思います。 

小坂洋子 

いつもご連絡いただきありが

とうございます。私大腿骨左骨折

以来近頃は杖つき老人となり、で

も何とか頑張っております。秀一

は沖縄でいろいろと try しており

ます。 

倉田侑貴子 (壇上) 

ご連絡ありがとうございます。

いつも出席出来ず又お手伝いも出

来ず恐縮に存じます。会のご盛会

をお祈り致しております。 

櫛部ふじ 

今年は９０才になります。１０

０才まではゆくと予定していまし

たが、どうやら実現しそうです。

体の調子は上々ですが、矢張り人

の名前が出なかったり、昔の事の

方が色々思い出しますし、全ての

事が新しい発見です。神さまがい

つもそばに居て下さり、はげまし

て戴いていますので、感謝の毎日

です。 

小林孝江 

当日は法事があるため欠席し

ます。最近はお祝いの席より仏事

の方が多くなり年を感じますが、

何とか元気でまだ仕事をしており

ます。長男直明は千葉に、二男健

は大阪に勤務のため住んでおりま

す。 

高橋弘長 

返事が遅れた事お詫びいたし

ます。当日先約があり変更が出来

ませんので失礼します。ご盛会を

祈っております。 

石田耕司 

当日は孫と一緒に旅行の予定

です。残念ですが欠席します。尚

 

 

昨年１０月末安積発也君とラン

チしました。今はリタイアしてい

ましたが大変お元気でした。 

諏訪原麗子(齊藤） 

ご無沙汰しております。毎年バ

ザーでは焼き鳥を焼きながら懐

かしいメンバーに会えるのを楽

しみにしています。２４日は予定

があり欠席いたしますがまた皆

様にお会い出来る日を楽しみに

しています。 

林田町子 

地震の前日に大阪に転居致し

ました。長い間お世話になった霊

南坂教会と団の皆様のご無事を

常日頃お祈り申し上げておりま

す。 

片岡 孝 

当日は千葉県連指導者研修会

があり欠席いたします。 

御堀直嗣 （母・英子） 

直嗣は車関係の仕事（執筆、そ

の他）にて、何かと時間が定まり

ませず、母も元気ですが用事多々

ご無礼させていただきます。 

山田紀代 (堀越） 

若い頃は１０才年上の主人に

安心してついていきましたが、今

度は私が引っ張っていく番です。

昨年出会ったノラ猫 popo が新

たな大事な家族となりました。こ

んなメロメロになるとは・・２４

日は主人の兄の法事があるので

残念ながら欠席いたします。いつ

もいつもご連絡ありがとうござ

います。皆様によろしくお伝えく

ださいませ。 

木崎かおる（柳） 

お陰さまで日々元気に過ごし

ております。６０才をまえに始め

たフルートと二年前から始めた

デッサン 楽しくお稽古 続けて

おります。毎日曜日は、１０５才

になる主人の父の病院を訪ねる

ため失礼いたします。皆様によろ

しくお伝えください。 

 

 

大岩 久 (志水） 

元気でおります。もうやめよう

かと思いましたが、あと１回、車

の免許更新をしようと思ってい

ます。 

田中節子 (犬飼） 

いつもご連絡ありがとうござ

います。相変わらず主人の仕事を

手伝いながら毎日忙しく過ごし

ております。都合のつく行事には

出席させていただきますので、よ

ろしくお願い致します。寒さ厳し

い織りお身体大切に…。皆様によ

ろしく！ 

鷲崎康子・文彦 

文彦は自営の仕事を始めて６．

７年になりました。夫婦とも忙し

く働いております。私康子はガー

ルスカウトクラブで相変わらず

奉仕をしております。もう８０才

を越えましたが元気で動けるの

を神さまの思し召しだと感謝し

ております。 

金森勝芳 

私共の教会総会があり、どうし

ても出席できません、会社は厳し

いですが体の方は何とか元気で

やっています．皆様によろしくお

伝えください。 

河内 博 

現在は札幌在住でスカウトの

活動に参加することができませ

んが、皆さんの活動を応援してい

ます。皆さんで楽しく集会が続け

られます事をお祈りしています。 

浦野須磨子 

最近思い出されるのは、ちかい

を立てた日の事です。研修所（中

級コース）は奈良２期です。最初

の夜、体育館でローソクの火の中 

指導者の仲間と共に、今でも全国

会議に行くとその時の仲間に会

います。”ちかいを立てたら、死

してのちもスカウトだ” 

本間綾子 (中村） 

お便りをいつもありがとうご

 








