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子どもたちはケジメを学んでいるの

ではないかと思います。スカウト活

動はキャンプやお祭りでの販売体験

、チャリティー活動を通して楽しみ

ながら、そして知らない人たちから

見たら変なことやっているなと思う

ような儀式の中で、人と人が共に過

ごす中で守らなければならないケジ

メを学ぶ良い機会が与えられている

のです。 

昨今、E スポーツという対戦ゲー

ムによる競技が一つのジャンルとし

て確立しつつあるように、ゲームを

楽しむ子どもたちが多くなっていま

す。外で皆が身体を動かして遊ぶと

いう子どもたちが減ったようにも思

います。公園で子ども達が集まって

いても、実は一緒にゲームをしてい

るという風景も珍しくありません。

それもとても楽しいことだと思いま

すが、スカウト活動のように、生身

で色々な年代、そして色々な人たち

と関わり、力を合わせて目標に向か

うという体験が出来る場所はこの時

代においてとても貴重であると思い

ます。 

人と人が生身で関わり合い、関係

を作っていく、色々な背景を持つ人

たちが心を合わせながら協力してい

く。そしてリーダーたちも子どもを

守りながら色々な体験を得ていく。

そんな体験を大事にしているスカウ

ト活動を私は心から応援したいと思

います。 

スカウト活動によって子どもた

ちが楽しく成長していけますように

。リーダーたち、保護者の方たちの

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ない。そんな存在でした。私が小さ

い頃、YMCAに属していて山登りや

キャンプをしていたのですが、キャ

ンプ場や山の中で時折スカウトの人

たちと遭遇することがありました。

みんなピッチリと制服を着ていて、

何か旗のようなものを持っている。

キャンプ場では旗揚げとか言って旗

を上げながら変なことしている。リ

ーダーもどこか権威的で、この人た

ちはもしかして怖い人たちなんじゃ

ないだろうかと思っていたのです。 

ですが、私が霊南坂教会で実際に

スカウトの人たちと接してみると、

全然リーダーも権威的じゃないし、

子どもたちも自由な気持ちでキャン

プや色々な活動を楽しんでいること

を知りました。何より、毎週土曜日

に教会に集まってくる子どもたちが

とても楽しそうで輝いているので

す。 

一年に一度行われる巣立ち式も知

らない人から見たら「何やってんだ」

と思ってしまうかも知れません。し

かし、あの儀式的なことも子どもた

ちやリーダーたちにとって良い思い

出なのです。別れと出会い、そして

新しい出発を体現することによって 

子どもたちはケジメを学んでいるの

ではないかと思います。スカウト活

動はキャンプやお祭りでの販売体
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Smiling makes you feel 
happier and also it makes 
other  people happier, too, 
When they see your smiling 

face. When you have to go and 
speak to a stranger, if it is 
only to ask the way, it at once 
makes him feel friendly 
towards you. 
   Adventuring to Manhood 

ベーデン・パウエル卿の言葉 

ほほえみは貴方をより幸せに
し、貴方のほほえみを見た人も幸
せになります。 

誰か知らない人に話し掛けると
き、例えば道を尋ねるときでも、
スマイルをうかべていればきっと
その人は貴方に親しみを持つこと
でしょう。 

スカウトってなんだろう 霊南坂教会伝道師  張宇成 （チャン・ウソン） 

涼子

２０１８年 

１０月２５日

号

No.５２ 

みんな仲間だ！霊南坂スカウト！ 

発行：霊南坂スカウトクラブ／日本基督教団霊南坂教会内 

〒107-0052東京都港区赤坂 1-14-3 電話：03-3583-0403 

ホームページ  http://reinanzaka-sc.o.oo7.jp/

http://reinanzaka-sc.o.oo7.jp/
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総会は、倉持雅人兄の司会進行で「霊南坂スカウト団歌」を歌い、西郷崇子会長のあいさつで始まり、

2017 年度活動報告 及び会計報告があり、続いて役員会より 2018 年度活動計画と予算案の提示があり

ました。 

   
「2018年度スカウトクラブ総会 議事録」 

1.日時 場所 : 2018年2月18日(日) 14:00～16:00         霊南坂教会1階ホール 

2.出席者  : 小崎姉,杉原兄,渡邊(澄)兄,金森兄,矢澤姉,高玉兄,戸田兄,高玉兄, ,檜垣姉,西谷姉,小田島姉, 

古谷姉,西郷姉,臼井兄,倉持兄。 以上出席 15名 賛成委任状:68名 合計83名 

3.議事内容 : 事前配布したスカウトクラブ総会資料にもとづき議案審議 

 ・開会式  : 開会の祈り ------ 小崎姉 

  ・議長選出  ------ 倉持兄を選出           

 ・議題  

  1) 2015年度 事業報告。 

  2) 2015年度 決算報告 ----- 資料２ 

     日下部兄,柳兄による会計監査結果は適正であった旨の連絡と下記 2点の質問を受けた事を報告。 

① 年会費納入数が通常より少ないのは何故か②年会費計と会費納入数が合わないのは何故か 

上記2点の監査役への回答は項 6)に記述致します。 

  3) 2016年度  事業計画  

  4)  2016年度  予算案  ----- 資料３ 

      ③ 会員の高齢化と新入会員の減少が進み、前年通りに予算編成すると活動が困難 

        になると予想され対応が必要との指摘有り。 

    5) ホームページ管理用の法人向け銀行口座開設について説明。 

    以上、項1)～5)議案への賛否を採決し、出席者から異議申し出なく承認されました。 

  6) 議案質疑内容と懇親会話題について 

    6-1) 会長挨拶 

記念パーティへの協力感謝と記念誌「霊南坂スカウト70年の歩み」の編集状況3月末完成予定 

である旨を報告。 

     6-2) 監査指摘への回答 

①: 昨年2月に「70周年協賛金と記念パーティ会費」と「年会費振込票」を同時郵送すると振り込み手

続きに混乱を生じるとの判断で「年会費振込票」は後日別送する予定でしたが、年末近くまで「年

会費振込票」の発送を失念しておりました。 

既に年会費を振り込んだと思われている会員が多数おられたものと推察しております。 

今後は例年通りに総会終了後の「年会費振込票」郵送を致します。 

②: 年会費を複数年納入頂いた会員がおられ、合計金額が合わなくなっております。   

    6-3) 予算編成と会員減少について 

      項4) 予算案の指摘③の提議をもとに参加各位から数多くの意見、提案が有り、活発な討議を行った。 

             ・リーダ経験者、クラブ未登録者への声かけ実施 ・趣味の会的グループ等を発展させる方策 

       ・クラブの立ち位置や現団との意識差を解消する活動 ・霊南坂スカウトの歴史,意義の教宣活動 

        過去実施または検討した案と重なるものも有りますが貴重な提案として月例会で検討させていた

だきます。 

  7) 杉原兄から提案 

       ・高齢化と家族の都合で参加できない会員が増えている。長年、活動に関係した人々への声かけを努めては

どうか。 

       ・ジャンボリーの形態が野外活動からショー化/ライブ化し参加費増加の要因となっている。 

財政的支援がないと参加希望全員の派遣は難しい状況です。 

    ・スカウトサンデーへのエンターテイメント再参加を課題としてはどうか?  

２０１８年度 霊南坂スカウトクラブ総会 報告 

2018年2月18日（日）スカウトサンデーの午後、「１階ホールで2018年度スカウトクラブ総会」を開催 

しました。 
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      ・ジャンボリーの形態が野外活動からショー化・ライブ化し参加費増加の要因となっている。 

財政的支援がないと参加希望全員の派遣は難しい状況です。 

    ・スカウトサンデーへのエンターテイメント再参加を課題としてはどうか?  

    8) その他 

    ・スカウト基金の取り扱いについて 

     昨年総会で提案した題記基金の取り扱いは月例集会の役員会で論議しておりますが、結論に達しており

ません。基金取り扱いは、本日論議したスカウトクラブの動向が明確になるまで凍結する事で了解をい

ただきます。 

       ・各団状況報告 --- GS団委員長 古谷姉から 

     昨年、英国の国際キャンプに 10 名のスカウトを派遣。 参加費は積立を含め高額だがスカウト達への影

響は大きかった。スカウトの海外派遣は有効です。 

    ・閉会の辞 ---- 金森兄が感謝のお祈りを捧げ閉会。 

（本議事録は発言順序が前後した箇所があります。） 

 
資料１ 資料２ 

資料３ 
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て頂き感謝。今でも信じられないというのが本音で

す。私も行いを良くしてポケモンと天国で再会を願っ

ています。天国でみんなのお世話をしてください。 

早く行き過ぎたポケモンへ。 伊藤由紀子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追悼   倉持雅人兄  

カラオケが苦手な僕も歌いました。マイクを持って

いるのは君が一番長かったと思います。 

僕が病気になって歩行が困難になると、気を使って

くれ、西郷さんに車で送ってもらうようになりまし

た。君がいなくなってから「俺が倉持のかわりをする」

と臼井君が言ってくれて助けてもらっています。安心

してください。 

 もっと若い時、沢田君と３人で毎年江の島へ海水浴

に行きました。「中年のおっさん３人怪しまれないよ

うに」と妻に注意され出かけたよな。 

ベトナム、上海へも旅行しました。加藤さんや臼井

君の案内で美味しいものを食べ、話し、あちこち観光

しました。楽しかった。「もう一度戸田さんを連れて

旅行しようよ」と言っていたと臼井君から聞きまし

た。本当にありがとう。 

 西郷さんの別荘でのルバーブジャム作り。バザー、

クリスマス礼拝、いつも君はいました。今も一緒にい

ると思っています。 

 今年はみんなで花見をしたいと言っていた君。計画

を立てる前になくなってしまいました。集まりはなか

ったけど桜の花はきれいでした。 

 君はみんなから愛されていました。「いい奴だった」

と言われると僕はうれしかった。 

天国へのトビラは誰でもいつかは開けます。その

時・・・会えますね。 

              戸田健次郎 

 

スカウトクラブの活動  

恒例の軽井沢ジャム工房開設 ８月２４日～２８日 

今年も秋のバザーのためルパーブジャム工房の開業です。 

年々経験が積まれ、仕事の手順もいろいろ工夫も加えられて今年

は超順調に仕上がりました。 

初回から連続参加で活躍くださった大事な仲間が居られない

のは寂しい限りですが、新しい戦力も加えられ続けられて感謝で

す。 

 

倉持君 

天国へのトビラを開けて行ってしまっ

てもう半年がたちました。 

今でも「戸田さーん、ご飯食べに行こうよ」

と電話がかかってくるような気がします。 

臼井君夫妻、沢田君夫妻、由紀さんを誘っ

て出かけました。カラオケも定番になりま

した。 

ポケモンへ 

一人で何もかも。責任感と人柄の良さでご

両親の事、お仕事、YM, BS関係他、こんなに

信頼できる人は数少ないと思います。 

 そのポケモンには公私にわたりお世話にな

り続け、足を向けては寝られないと思ってい

た私。我が家の子供たちもポケモンにいっぱ

い遊んで頂き成長。私もテニスでご一緒させ

て頂き感謝。今でも信じられないと 

倉持兄墓参り 北千住 安養院へ  2018.07.01 

今年一番の暑い夏の盛りに、BS,GSの関係者17名 

が倉持兄が納骨されている墓所にお参りしました。 

菩提寺は茨城県ですが、高齢のご両親がお参りし易く 

との配慮からご親族のお墓に納骨されております。 

 現役時代からGS関係に広い交友を続けられ多くの 

方々が、在りし日の姿を偲び感謝の心を込めて墓前に 

ご焼香いたしました。  

これからも天国から霊南坂スカウトを見守って下さ

る事を念じています。        臼井純一 
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ガールスカウトの活動 

ジュニア、シニア夏キャンプ 

2018年8月5日〜８日 

川崎市八ヶ岳少年自然の家 

1日目 設営、野外料理、星の観察

(土星・木星)、テント泊 

2 日目 清里キープ牧場ハイキン

グ、お土産タイム、野外

料理、室内でキャンプフ

ァイヤー、豪雨で宿舎泊 

３日目 スカウトデー、流しそうめ

ん、徹営、バーベキュー、

クラフト他、舎営泊 

４日目 清掃、遊びタイム、帰路へ 

ブラウニー夏キャンプ 

今年度は、桜美林学園伊豆高原クラブにて部門キャン

プを実施致しました。 

参加スカウト 17 名。シャボテン動物公園や大室山の

散策、ソングの夕べ、スカウツオウンなど行い、「ワク

ワクキャンプ」というテーマの通り、充実したキャンプ

になりました。 

          ＊＊＊＊＊ 

ガールスカウトのキャンプへ行きました。ホテルに行

く時は、おどりこ号にのってから小さなバスにのって行

きました。そして、そのちょっとあとにループタイを作

りました。白色の丸いところに絵をかきました。わたし

は水のせいなので、青と水色のてんてんをかいて、ちょ

っとかわいくしたかったので、リボンをかきました。わ

たしのほかにもかわいいもようをかいている子がいっ

ぱいいました。 

二日目がきました。シャボテン動物公園では、わたし

たちが来てからずっと動物や鳥が鳴いていました。いろ

いろな動物を見て、ショーも見ました。ショーでは、犬

や鳥がふつうではできないことをやって見せました。そ

のあといろんな所に行って、大室山のリフトにのりまし

た。山を登っていく時は、早く上でけしきを見たいなぁ

～と思いながら行って、山を下っている時は、けしきが

きれいだなぁ～またリフトにのりたいなぁ～と思って

山を下っていきました。とても楽しいキャンプでした！ 

  ハプニング発生   ジュニア   東 嬉乃 

「体調はどうですか？」リーダーに聞かれました。もち

ろん元気だったので、「はい」と、少し暗めの声で答え

ました。なぜかというと、寝坊をしてしまったので、ま

だ少し眠かったからです。でも、私は大好きなキャンプ

の始まる時なので、出来るだけ眠気をなくしたくて、眠

気覚ましにたくさん冷たいお水を飲みました。そうした

ら、だんだん目も覚めて、いつもの私になってきました。 

私は、ドキドキしていました。何故かと言うと、テント

が上手に立てられるかが心配だったからです。ドキドキ

もしているけれど、大好きな設営なので、ワクワクもし

ていました。 

キャンプ場につきました。オリエンテーションも終え

て、いよいよ設営だと思ったら、前にキャンプをしてい

た人の建てたテントを使うことになり、設営できるの

は、シニアだけになってしまいました。とっても楽しみ

にしていたので、残念な反面、上手く出来るか不安でも

あったので、少し複雑な気持ちになりました。 

１日目の夜は、星空観察でした。あやしい雲だったの

で、星が見えるかどうかも心配だったし、雨もふったら

大変だな思いながら去年の事を思い出しました。去年、

天井を開けて星を見ていたら、雨が降ってきてしまい少

ししか見られなかったのを思い出しました。やっぱり今

年も、雷が鳴り、雨が降ってきました。今年もまた少し

しか見られませんでした。 

2日目の夜、夕ご飯をみんなで作っていました。そし

たら、少しの雨が急に天井に打ち付けるような大雨にな

ってしまい、テントは大丈夫かなと、リーダーがテント

の様子を見に行きました。リーダーが戻ってきて、「多

分これじゃぁテントでは寝れないね」と言っていまし

た。こんなハプニングが起こっても、ガールスカウトは、 

いつでも、備えよ常になので、テントに戻れなくても大

丈夫なようにと言う指示があり、その理由がよくわかり

ました。しかも、雨の時に泊まれるところを用意してお

いてくれました 。今年のキャンプの思い出は、雨です。

丈夫なようにと言う指示があり、

その理由がよくわかりました。し

かも、雨の時に泊まれるところを

用意しておいてくれました 。 

今年のキャンプの思い出は、雨

です。雨のせいで、いろいろなこ

とができなくなったけれど、雨の 

おかげでリーダーの言っている意

味や、いろいろな事を学ぶことが

できました。今年のキャンプは最

高に楽しかったです。 

でも来年は、設営がしたいし、雨

も降らないでほしいです。 

できました。今年のキャンプは最高に楽しかったです。

でも来年は、設営がしたいし、雨も降らないでほしい 

です。 



― 6 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ボーイスカウトの活動         

第17回日本スカウトジャンボリー（17NSJ） 開催場所：石川県珠洲市りふれっしゅ村 

期間：2018年8月4日～10日で行われました。編制は１）混成隊（港１団、港14団、港16団の混成）で港1団

からLD3名、S10名が参加。  ２）派遣隊 港1団からS2名参加。 

ジャンボリーの楽しさ  クジャク班 濱田千太郎 

僕はジャンボリーの参加が初めてで、前日の夜まです

ごく緊張していました。当日の朝は、あまり眠気がなく

新幹線の中で楽しみにしていました。珠洲市の会場に着

くとたくさんのテントが張られていました。歩いて 15

分ほどの場所に東京連盟の場所がありました。1 日目の

設営の時間、僕は班長がいないので次長仮として3日間

過ごしました。しかし、1 日目の次長としてあまり行動

していなかったので池田隊長に怒られました。けれどそ

の怒りは、自分に喝を入れてけじめをつけると自分で確

信しました。それから2日間は、設営やプログラム、活

動を積極的に頑張って、後輩に指示を出して、自分なり

に頑張ったと思います。 

 4日目からは、班長中根君も加わり7 人班として活動

しました。自由時間などを使ってワッペン交換や第3隊

の課題で47都道府県のスカウトとチェキを撮りました。

たくさんの県の人たちと交流をして方言などをたくさ

ん聞けて楽しかったです。 

 今年から「日本一プロジェクト」という4つの競技の

中で日本一を決めます。僕が所属している混成班・クジ

ャク班は、班旗立てゲームと火起こしゲーム２つに参加

しました。結果は火起こしゲームが記録なし、班旗立て

ゲームでは日本一を取ることは出来ませんでしたが、見

事に2位でした。また海水浴やバブルサッカーなどをし

て楽しむ事ができました。 

 1 番記憶に残っているのはやはり、皇太子様が来てく

ださったことです。皇太子様はたくさんの見学をしてい

ました。記者や報道人、カメラマンなどがたくさんいま

した。さらにテレビドラマなどで見る SP がいてすごく

他のスカウトもそわそわしていました。 

 開会式、大集会、閉会式では、たくさんの歌やアイド

ルが来てくださり、すごく盛り上がって楽しい1日のし

めくくりだと思いました。声をからしてでも歌を歌って

スカウトジャンボリーの思い出 ワシ班 向殿政宗 

 今から 17NSJ「ボーイスカウト日本ジャンボリー」

の思い出をはなします。1日目さいしょは、東京駅から、

珠洲までいって、でんしゃのなかで、「やったー妹とお

母さんとお父さんとはなれられた。やったー」と思って

いました。そのときは、そのさきにまちうける、しれん

やこんなんを、しりませんでした。そしてついたとき、

しれんの逆でした。そして、やっと、テントをたててね

ました。 

 2日目。あさ早くおこされ、しぶしぶおきて、きしょ

うのあと、朝ごはん。そのあと、せつえい工作で、竹で

工作物を作り、おひるごはん。さあ買うぞと思っていた

ら、なんと、かつどうちゅうし。そして行こうと思って

いたスカウトショップにも行けず、そのまま夜ごはん。

そのあと開会式をしてねました。 

 3日目。今日はビンタで起こされてごうきゅう。ちょ

うれいのあと、サターンエリアの火起こしで、できなく

て、スクリングショットボロ負け。しかし良いけいけん

になりました。そのあと、スカウトショップがあるとこ

ろで、お買い物をしました。そして、交流して、そのあ

と、ハブラシをして、ねました。そして明日の４日目を

まちました。 

 4日目。今日はふつうに起き、ジャンボリーになれて

きて、今日は皇太子さまがくるというので、どきどきし

ていて、かちかちでした。大しゅうかいを間近に、つか

れてきて、気持ち悪くて、リーダーサイトできゅうけい

しました。なんとか、そして大しゅうかいで皇太子様と

か歌手がきたりとかで、最後の歌がおわったあとホーム

シックで、ねる前にごうきゅうして、おちついてねまし

た。 

 5日目。かえる日を間近にひかえて、順調にすすみ、

そして、いろいろ、竹で作ったものをぶんかいして、あ

とテントとフライだけでした。そして夜、ちょっと、か

のん君ともめて、肩の部分をかまれ、左手をくじいてし

まいました。そして、泣いて、落ち着いてからねました。 

 6日目。明日で終わりということで、テントをかたづ

け、ほかのテントでねておわりました。 

 7日目。さいしゅう日荷物をまとめてフライをかたづ

けて、リュックをしょって、バスに乗って、しんかんせ

んに乗ってます。 
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 開会式、大集会、閉会式では、たくさんの歌やアイド

ルが来てくださり、すごく盛り上がって楽しい1日のし

めくくりだと思いました。声をからしてでも歌を歌って

すごく楽しかったので、世界ジャンボリーも楽しみで

す。 

 撤営の前日に少しだけ片付けをしたり乾燥作業をし

たりして明日に備えました。次の日は朝5時に起きるの

がみんなつらそうに起きていました。みんなの個装や備

品の整理が大変でしたが仕事を自分から探してやって

いて良かったです。しかし自分の中では、撤営の時間に

仕事をしていなかったと思います。自分から仕事はやっ

ていたが分量的にはあまりしていなかったので、自分に

厳しくしていきたいです。これから菊章を取るために、

教えられるように知識を増やしたいです。道のりは遠く

ても受験とボーイスカウトの文武両道をがんばりたい

です。 

リーの上班像があまり思い描くことが難しかったので 

会場に着くまでは多少の不安もあった。その3つの面で 

の変化というのがとても精神的にくることがあった。し

かしスカウトはもちろん自身も前回ほどではないが楽

しめたので良かった。 

 そして最後に自分の中での変化については、合同キャ

ンプや集会などではコミュニケーションやあまり指示

が出せなかったりしたが、現地では自分から指示をそれ

なりにたくさん出せたと思うし、自分から先読みして指

示を出せたのは良かったと思うし、集合などの場面での

声量も多少大きくなったと思うし、今回7日間で全スカ

ウトと 1 回以上はコミュニケーションをとれたので良

かった。そして上班として参加したからこそ、今までわ

からなかった見方やスカウトの成長を見ることが出来

たのはこれからの自分の長く続くであろうスカウト人

生の糧となったと思うし、しっかりと学んだことを活か

していきたい。そして上班としてまだまだ至らない点も

あるがまずはこのような体験を与えてくださった隊長

をはじめ関係者の皆様に感謝を申し上げます。有難う御

座います。 

 そしてこの作文を書けている。つまりスカウト活動を

自分が出来ているのは親を初め行けなかった仲間や隊、

団、地区などの関係者の皆様の日々の支援、協力があっ

てこそ続けられているというのを、改めて感じる大会に

なった。 

 そして来年北米で世界ジャンボリーが開催されます。

受験生なので参加はしませんが今回の大会で仲良くな

ったスカウトと再会したり、貴重な体験を3回もさせて

いただいたスタッフに感謝しているので 4 年後大学 3

年次に 100 周年記念ジャンボリーが地元東京での開催

という事なので自分自身 4 年後はスタッフとして参加

し恩を返すとともにスカウトに楽しいと思ってもらえ

るような大会にするのに全力を捧げたいと思います。 

そして最後に本当に関係者の皆様有難う御座いました。 

上級班長 増田友紀  成長できた貴重な大会 

 今、振り返ると蒼天の下過ごした刹那のように過ぎ去

った7日間、一日一日の思い出が走馬灯のように脳裏に

浮かんでくる。 

 自身 3 回目のジャンボリーを 2 文字で表すとすると

それは「変化」だと思う。今回は今までとは違うジャン

ボリーになった。その理由は大きく分けると3つ理由が

考えられる。まず1つ目の理由としては指導者側になっ

たのが 1 番大きいと思う。今までの 2 大会はスカウト

として参加したので、ただただ楽しかったしかない。し

かし今回は指導者側としての参加だった。壮行会で言っ

た通り自分の楽しさではなく、2大会で自身が感じたよ

うに楽しかったとスカウト全員が思えるようにと思い

7日間を過ごしてみて、実際に今、話を聞いたり、顔を

見ていると楽しかったというのが伝わってくるので今

回の自身が言ったことについては有言実行できたので

自分の仕事の最低限は出来たと思う。 

 2つ目は雰囲気について自身2回ジャンボリーに参加

させてもらっているが 2 大会とも同県、同会場だった

し、2 大会とも派遣隊として参加したし両大会とも 10

泊を超える大会だったので県、規模、隊、日数、役務が

違う今回、本当のことを書くと最後まで自分はジャンボ

リーに参加しているという実感はあまり湧かなかった

が 3 大会全てトイレのにおいは一緒だなというのを 1

隊の T 君と話すほど雰囲気の変化という面で、精神的

に少し疲れた。 

 そして3つ目は隊についての変化です。2大会とも派

遣隊での参加だったので混成隊での参加はもちろんの

こと今までの2大会は上班がいなかったので、ジャンボ 

 

 

リーの上班像があまり思い描くことが難しかったので

会場に着くまでは多少の不安もあった。その3つの面で
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霊南坂スカウトクラブ 告知板 

編集後記 

 我ら港1団と港１４団及び港１６団

の3団で混成隊を編成して、1個団と

して第 17 回日本スカウトジャンボリ

ーに参加した（６頁）と報告されてい

ます。事前にスカウトやリーダー間の

意思疎通を図るため日常の訓練活動

も合同で行い、ボーイスカウト本来の

班編成による充実したプログラムが

実施できたようです。 

 現在、スカウト活動を取り巻く環境

は厳しく、スカウト人口は激減してい

ます。このような状況の中で近隣地区

の団と協調して交流を深め、自団の特

色と素晴らしさを再認識し、他団の良

いところを学ぶ絶好の機会だと思い

ます。そして何よりBPの教える様々

な年齢のスカウト達で構成する班制

度も可能になり、現代にマッチした好

例と言えるでしょう。 田中新二 

 

会費の納入をお忘れではないですか？ 

スカウトクラブは現団への支援、会報

印刷、通信費など、皆様の会費とバザー

の収益金、賛助金で運営しています。毎

年の納入をお願いいたします。 

振込先「ゆうちょ銀行」 

00170-4-765234 
   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

他行からの振込の場合は 

ゆうちょ銀行: 店名 ( 店番 ) 019 (ゼロ

イチキュウ)店 当座 0765234 

口座名: 霊南坂スカウトクラブ 

あてにお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

住所変更、メールアドレスの変更など

ありましたら、霊南坂教会内スカウトク

ラブ宛またはｅメールで下記にお知らせ

ください。 

 この会報への広告出稿をお願

いいたします。 

サイズ：11.3×8.2cm 

掲載料：1回3,000円×年2回予定 

デザインなどはスカウトクラブ

でもお手伝いいたします。 

 

霊南坂スカウトクラブ役員  
        

会長       西郷崇子       

副会長       田中新二  

                クラブ会報編集長 

会計              臼井純一  

会計         檜垣君子 

総務          戸田健次郎 

総務       杉田憲彦 

書記          西谷芳美 

書記          小田島典子 

通信       矢澤宏子 

広報・団     清水康輝  

広報・HP     臼井純一      

教会・団     古谷久代   

                  ガールスカウト団委員長 

監事       日下部英一 

監事       柳 健一 

月例オープン集会 

月例オープン集会にぜひご参加

ください。 

１９５０年代～２０００年代に

現役であった紳士淑女の参加をお

待ちしています。 

現役時代に戻り・話して食べて・

あなたのパワーで楽しい集会にし

たいと思います。 

原則毎月（８月は休）第２水曜日 
（祭日に当たる時は第３水曜） 

１９時～２１時 

神谷町の「エリー」で開催いたしま

す。 

お問い合わせは 

usui4669@hotmail.co.jp 
(臼井)まで・・ 

お待ちしています。 

 

スカウトクラブのホームページ 

霊南坂スカウトの最新情報や

昔懐かしい写真など、いろいろ

な情報が詰まったホームページ

を運営しています。 

http://reinanzaka-sc.o.oo7.jp/   

伝言板コーナーに、ふるって投稿

をお願いいたします。 

皆様からの情報提供をお待ちし

ています。 

スカウト催事予定  

１２月１５日 スカウトクリスマス 

GS/BS合同でクリスマスを祝います。 

２０１９年 

１月１２日（土）お餅つき（予定） 

２月１７日（日）スカウトサンデー 

日曜礼拝後、全員で愛餐会を開きま

す。 

ホームページは臼井兄の努力

でスマートフォンからも使うこ

とが出来る様になりました。 

霊南坂スカウトクラブ→ 検索 
 

文字入力でも、あなたの声でも O K 

 

霊南坂スカウト・シールが出来ました。 

 

 

大版（横50ｍｍ×縦３０ｍｍ）５枚組 

        ４シートで¥150.－  

小版（横36ｍｍ×縦１５ｍｍ）10枚組 

        3シートで￥100.－ 

 

 

入手方法：スカウトクラブへ 

お問い合わせください。 

 

mailto:usui4669@hotmail.co.jp



