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God has given us a world to 

live in that is full of  

beauties and wonders and He 

has given us not only eyes 

to see them but minds to  

understand them if we only 

have the sense to look at 

them in that light.We can 

enjoy bright sunshine and 

glorious views.We can see 

beauty in the flowers. We  

can watch with wonder how  

the seed produces the young 

plants which grows to a 

flower which in its turn 

will replace other flowers 

as they die off. 

 
 
 
 
 
 
ベーデン・パウエル卿の言葉 

神様は、美と驚異に満ちた世界 

を、私達が住むべき世界として 

お与えになり、そして私達に、 

もし神の光の下で見ようという 

気持ちを持つなら、それを見る

目ばかりでなく理解する心をも

与えて下さいました。私達は、

明るい太陽の光と、輝かしい景

色を楽しむ事ができます。私達

は花に美を見出すことが出来ま

す。私達は、如何にして種が若

芽になり、花にまで成長するか

を、そしてその一方で、その花

が枯れ落ちる花にとって代わる

事を、驚異の目で見ることが出

来ます。 

 

 

 

 

みんな仲間だ！霊南坂スカウト！ 
 

 
 

２０２０年 

６月 １ 日号 No.５４ 
 

 

        

 

霊南坂教会・教

会学校の生徒だっ

た私は中学 3年の

時、付属幼稚園の

庭で活動していた

４団のガールスカ

ウトたちを見て 

興味を持ち、入団しました。 

以後、思いがけず、昭和・平成・

令和と三時代 60余年間もガール

スカウトに関わり続けることにな

ったのです。 

私たちの年代のスカウトは、日

本のガールスカウトが第二次世界

大戦後、再開して世界連盟への再

加盟を目指して、日本の少女のた

めの固有の活動の案出と組織構築

に懸命に取り組んでいたころの会

員です。 

高校生のための「上級スカウ

ト」部門や「一級スカウト」が新

設され、野外活動指導者のための

「キャンパースライセンス」認定

が開始され・・と日本連盟の発展

の流れに沿って漕ぎ下って育てら

れました。“はじめての”ことへ

のチャレンジが面白く、活動し続

けてきてしまったのかもしれませ

ん。 

リーダーに従っての「楽しい集

い」を経て、当然のようにリーダ

ーとなり、トレイナーとなり、ス

カウティングについて後輩方に伝

える立場になってから、改めてス

カウト運動の歴史と創始者・ベー

デンポウエル卿（以下 B-P）の

狙いと願いをきちんと理解するこ

とが必要と思うようになりまし

た。 

愛読重要参考書は「ロバリング 

ツウ サクセス」。B-Pが多感な 

 

ローバー年代の青年が幸せな人生

を送るために乗り越えるべき「暗

礁」（つまずき）を示し、乗り越

え方を教示しているテキストで

す。 

B-Pは「スカウトたちが幸せな

人生を歩むために宗教は不可欠な

存在。美しいもの、素晴らしいこ

とに満ちているこの世の創造主で

ある神の大きな力に気づき、その

神によってこの世に送り込まれた

自分がどのように日々の生活をす

ればよいかを考え、最善を尽くす

ように。」と諭しています。そし 

て「幸せを得る真の道は、他の人

を幸せにすることによって開ける

のだ」と教えています。このこと

を体得するために「聖書」と「大

自然」という二つの偉大な書物を 

読むようにと薦めています。「聖

書」は神の意志を読み取る重要な

手がかりであり、歴史と道徳の教

えの物語。 

「大自然」はそこでのさまざま

な体験を通して、美しさや恐ろし

さに触れ、自然を司る自分たちよ

り大きな、崇高な力を感じ取るこ

とができ、自らの非力に気づき、

謙虚な気持ちを持つようになれる

手がかりであり、宗教心を持つき

っかけとなると呼びかけていま

す。 

私たちは「すべてのスカウト活

動はやくそくとおきての精神を学

のぶための実践である」と学びま

した。やくそくを唱えるとき、ま

ず「神に対する務めを行う」と唱

えます。この意味を心に刻み付け

るために、二つの偉大な古典本に

向き合い続けることになるでしょ

う。 

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 

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

 

「二つの偉大な書物」  松下倶子      ガールスカウト東京都第 8団（リーダー） 

ガールスカウト日本連盟顧問 

 



― 2 ― 

 

 

今年はスカウトサンデー,クラブ総会も終わり、夏のキャンプに向けた活動が始まろうとした矢先に 

新型コロナウィルス汚染拡大でスカウト皆様の元気な姿を見られない事態となってしまいました。 

今回会報は皆様に催物日程を含めた記事を載せないままの発行となりました。新型コロナウィルス 

の一日も早い終息を願い、会員皆様のご健康を祈念しております。 
 

 

 

 

 
 

注:本総会資料,議事録の詳細は、既郵送済み資料および霊南坂スカウトクラブ ホームページを参照下さい。 

 

1.日時,場所  ：2020 年 2月 16日(日) 13:00～15:00 

 霊南坂教会 1階ホール 

2.出席者    ：総会出席数 11名 賛成委任状 61名 合計 72名  

(参考:総会案内葉書 出欠,委任状葉書--183名) 

3.議題  ： 1) 2019年度事業報告  2) 2019年度決算報告   

3) 2020 年度事業計画  4)「スカウト基金」の活用 

5) 2020 年度予算案 

   特に本総会はアンケート集計結果をもとに「スカウト基金」 

  の活用等について活発な意見交換を行い、 

①「スカウトクラブの活動」②「スカウト基金の活用」について次の結論に達した事を報告致します。 

4.[スカウトクラブの活動] [スカウト基金の活用]の協議について 

① [スカウトクラブの活動] (会員同士の親睦会,茶話会の実施) 

   ・BS/GS共に個人的つながりの懇親会や情報連絡は実施されている。 

・ただ会って飲み食いするだけの会では意味がない。 

・会員は懐かしい仲間との再会する場の提供を希望しているのではないか。 

   ・現役リーダ,若手団委員とクラブ会員のご苦労さん会開催し相互交流が必要では。 

   ・クラブの存在価値 ---以前は月例会も教会利用。教会中心の集まりで存在を PRしていた。 

   ・クラブ新入会員の積極的加入活動を実行しているか ? その努力成果が見えてこない。 

   ・会員の高齢化と実働可能な若手( ? )会員の減少でクラブの活動パワーが無いのが現実。 

   ・BS/GSスカウトの現状---BS/GS 団委員長との日程調整し、今後更に協議が必要。 

・BS,GS共に、スカウト減の対応として近隣団との合同活動実施。スカウトクラブも同様な実施を ! 

・GS: 若手リーダを中心に SDGs (持続可能な開発目標) をテーマに活動し活性化実現。 

・金銭以外の支援はリーダ不足時の支援,（例）海外コンクトの支援,活動記録の整理支援等。 

多くの課題は有るがクラブ会員と現団メンバーとの会合を機会にコミュニケーションを検討する。 

② [スカウト基金の活用] 

アンケート結果をもとに、BS/GS 側から要望の現団への金銭的支援の検討を提案したところ、多くの 

意見が発せられ活発な協議をいたしました。 

・BS/GS の活動費や野営費および制服購入費が父兄に過大な負担となっている現実は理解している。 

・新たなスカウト達が入れる状況にしないと、霊南坂スカウトは消滅するとの見方もある。 

    ・BS,GS 活動に必要な備品(テント,臼杵等々)で形として残る物品寄贈にあてたら。 

・公平で継続的な金銭支援は、僅かな「基金」を取り崩すとアッと言う間に何も残らず無くなる。 

そのほか色々なご発言や情報等が出され、「スカウト現役,リーダ」への金銭的支援への 

「スカウト基金」の活用には否定的な意見が多数となり、今時点での結論は次の通りと致しました。 

5. 本年度の重要活動について 

    2020年度事業計画の「今年度の活動方針 3,4項」を以下の通りに修正致します。 

 

 
 

下記議題毎の内容説明と質疑応答を実施し、各議案は特段の異議なく承認されました。 

但し、「今年度の活動方針 3,4 項」を協議の結果、以下５.の通り修正致します。 

 
 

3. スカウトクラブ会員,役員と現団リーダ,団委員長,団委員等全員が参加する 
「 交流/活動慰労会 」を計画,実施する。 

・テーマと内容,開催場所等は別途スカウトクラブ月例会で検討する。 
   ・一回目開催日は夏キャンプ以降を目途に調整する。 
4. 「スカウト基金」は今後生じる事態や出費に備えて現状のまま凍結する。 

2020年度スカウトクラブ総会議事録 ( 概 要 ) 

 

スカウトクラブ お知らせ     会長 西郷 崇子 
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「冬眠の過ごし方」      柳 健一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年１２月に心筋梗塞で緊急入院、心機能 

３５％での生活を余儀なくされて以来５年が経ちまし 

た。術後は毎年風邪が流行る１１月から３月まで「冬

眠宣言」をして諸氏のお誘いをお断りし、俗界から離

れた生活をしています。しかしボケっとしているので

はありません。 

２００７年に香舗の仕事をリタイヤした後は「香り

を楽しむ」というテーマの講演活動をいたし、病後も

続けています。その講演の内容は、⑴人間の香文化の

歴史、⑵香道体験、⑶調香体験などです。冬眠期間

中、⑴の原稿をまとめ、それに飽きると、⑵の香道用

の伝統的な「香道具」を自ら製作しています。これが

面白いのです。 

 香道は室町時代末期に茶道や華道、能などとともに

始まった日本伝統芸能の一つで、判りやすく申せば

「香り当てゲーム」です。 

 アジア熱帯雨林で採れる「香木」の種々の香りを、

古今和歌集などをテーマにして組み合わせ、香りの順

番を答えるという遊びですが、香木が森林破壊などで

絶滅に近く、中国などでは投機対象商品として高騰し

新たな香木の入手が困難になりまして、それらが原因

で香道人口が激減しています。 

 香道具は古来より「香人」たちにより整えられ改善

されてきましたが、現在は香人が減って販売量が限ら

れているため、手作りで大変高価となりぜいたく品と

なりました。 

 そこで一念発起し、冬眠中に全ての香道具を自作し

てみようと取り組んでいます。勿論これを商売とする

のではありません。内容は、香木を入れ持ち歩く「香

袋」、解答用紙の「手記録紙」、「火道具」７点、

「漆器」５点、畳に敷く「地敷」「打ち敷」などで、

全てを買い整えると百万円を超す金額になります。 

 今年の冬眠製作は上記の中の「漆器」５点です。江

戸時代の古い文献を翻訳して寸法を決め、ヒノキ材な

どをハンズなどで買い求め、細工用の鋸も買って、寸

法通りに切り揃え、ボンドなどで組み合わせます。う

まく寸法通りに切ると、プラモデルのように組めばよ

いのですが、実際にはどうにも歪んでしまいます。 

 

 

 

 

試行錯誤を繰り返しどうにか木地ができますと、 

次は、塗りになります。パソコンで漆塗り技術を学び

ながら塗りますが、鏡面のような表面に仕上がりませ

ん。今更プロの技を知って驚嘆している日々です。 

５点のうち、最初の「手記録盆」は６回挑戦しまし

た。次の香盤は２種類あり、夫々４回試みました。香

盤には直径２㎝の白チョウ貝の菊座という香座を乗せ

ますが、この貝が高価なのです。１枚２千円以上、一

組で１８枚使います。奈良の貝屋さんを探し当てて加

工前のものを送ってもらい作りました。 

次は「重香合」です。三段重ねのお重ですが、三段

で高さが僅か６・５㎝のものです。老眼を恨みながら

木を切り接着して、いよいよ塗りに入ります。ところ

が最初のひと塗りで２㎜厚のヒノキ材の表面が反って

しまい、３段重は歪んでしまいます。何度も繰り返し

「木地馴らし」という技の存在を知りました。こうし

た試行錯誤が楽しいのです。重香合も結局４組作りま

した。 

いつか皆様に作品をご披露したいものですが、自慢

話になるのは覚悟してください。これらを香道の折に

素知らぬ顔をして使います。さてどうなるか楽しみで

す。 

冬眠もまた楽しからずやですよ。皆様もご趣味を教

えてください。 

製作品の写真をご高覧ください。 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

スカウトクラブ 会員のお便り 

スカウト歴 
１９５３年（Ｓ２８）秋、小学

４年生時見習いスカウトとして

入隊。翌年日本カブスカウトが

発足「ネッカチーフだけのカブ

スカウト」ボーイＳ（少年

隊）、シニアＳ（年長隊）を経

てローバースカウトのとき飯田

隊長（故人）、高橋副隊長のも

とでボーイ隊リーダーになる。 
１９６３年、大学３年で隊長就

任。１９６９年退任。 

 
香道具セット 

 
火道具７点 

 
香盤 

 

手記録盆 

 
重香合 

 
香袋 
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「今ごろのパリ」         吉田 進 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

外国に住んでいるため、どうしても日頃ご無沙汰し

がちです。そこで僕の近況報告を兼ねて、パリの話

題をお伝えしたいと思います。 

☆【不思議の国フランス】コロナウィルスはなぜ 

フランスで猛威を振るっているのか？ 

 中国の武漢市がコロナウィルスのため隔離された 

との第一報を耳にした時、僕は「普段から電車１台、

時刻通りに走らせることが出来ないフランス人に、 

危機管理は不可能だ。必ず最悪の事態になる」と、 

自分自身に非常事態を宣言しました。いざとなった

ら、誰も外国人を助けてはくれません。僕は自己防 

衛するしかないのです。 

 そして２ヶ月後、現在この国は外出禁止令が出て 

おり、食料品店、薬局、銀行以外のすべての店は閉

店、公共交通機関もほぼゼロに近い状況です。 

 ヨーロッパでのワースト・スリーが、１位イタリ

ア、２位スペイン、３位フランスといずれもラテン 

民族であるのは、彼らは極楽トンボだからです。と 

にかく楽しく生きたいので、ウィルスなぞどこ吹く

風、と浮かれているのです。 

日本と大きく異なるのは、ここは「接触の文化」 

であることで、挨拶時に握手は言うに及ばず、同 

性同士でも頬にキスをしますから、ウィルスにと 

っては、またとない伝播の機会なのです。 しかも 

これは、われわれがお辞儀するのと同じく体に染み 

付いているので、なかなか止められない。僕が「ダ 

メだよ」と言うと、相手のフランス人は「ああ、そ 

うか！」と答えるのでした。 

  こういった「危険な下地」に輪をかけたのが、 

 政治の拙さです。 

 フランスは３月１５日・２２日に、全国の市長選

挙が行なわれることになっていました。首都パリの

市長に誰がなるかは、国政にも少なからず影響があ

ります。当初は大統領マクロン派の候補が、現パリ

市長の対抗馬として有力視されていました。ところ

が２月中旬に、この人物がセックス・スキャンダル

で候補を辞退、慌てたのは大統領です。マクロン

は、当時コロナウィルス対策に全力投球しようとし

ていた厚生大臣を強引に説得、彼女をパリ市長候補

に据えてしまったのです。 

  国民の健康よりも、政治を優先させたマクロン 

 

 

大統領。これでは万全のコロナ対策が、出来る筈 

はありません。  

そして３月１５日の第１回投票は、外出禁止令

が出されるわずか２日前。ウィルスを恐れる人々

が投票所に足を運ばず、記録的な棄権率に。とう

とう第２回投票は延期（日程未定）となりまし

た。こういうのを「草野球」と呼びます。（「ミ

ットもない」）。 

 新しい厚生大臣は、なんと「国民の半分はウィ

ルスに罹るだろう」と宣いましたが、なるほど彼

がウィルスをバラ撒いているようなものです。 

 彼が国民に要求しているのは、「手を頻繁に洗

うこと」と「（ウィルス感染者とおぼしき人は）

咳をする時、肘で覆うこと」。そして「マスクは

効果がないから、してはいけない」です。 

 フランスには、日本のように風邪の予防のため

にマスクをする習慣がありません。お喋りが大好

きな彼らは、マスクが苦手なのでしょう。 

 従って、マスクをしていることは異常であり、

多くの人々が着用することは国民に不安を惹き起

こす、と判断した面もあると思われます。 

 僕はインフルエンザ予防用にマスクを日本から

持って来ていますが、今回は敢えて、周りでちら

ほらマスクが見られるまでは、使用を控えまし

た。フランス人からすれば、僕は中国人に見える

かも知れません。経済大国に成り上がったうえ

に、ウィルスまで輸出した憎い奴、と殴られかね

ないからです。 

 また、イスラムのテロを恐れる政府は、マスク

をテロリストが顔を隠す手段に使うだろう、と警

戒したとも考えられます。 

 しかし最大の理由は、医療従事者用のマスクが

不足することを見込んだからです。その証拠に、

現在フランスのトップ・ニュースは「如何にして

国はマスクを調達し、医師に配布するか」です。 

 ここで当然起きる疑問は、「患者からの感染を

防ぐために医者がマスクを着用することが必須で

あるならば、なにゆえ市民は『マスクは効果がな

いから、してはいけない』か」、です。 

 これは、医療従事者にマスクを確保するため

に、厚生大臣がついた嘘です。そしてこの、子供

騙しの大嘘を、普段マスクというものを使い慣れ

ない国民の大部分が、信じてしまったのです。 

 医者用のマスクの不足を避けるために、一般人

はマスクをしなくて良い、と言うのは、実は WHO 

（世界保健機関）の論法でもあります。 

 医者がウィルスに罹って、治療に従事出来なく

なったら困る、というのには一理あります。しか

しこれは、物事の本質を見誤った議論です。 

 つまり医療権威側は、一般人がマスクをするこ

とによってウィルスの拡散を防ぐ可能性を拒否

し、最初からウィルス感染者が「マスクをしない

で」爆発的に増えることを前提にした上で、それ

に対処すべき医療機関の方を心配しているので

す。

 

スカウト歴 

・1958 年（Ｓ33） 

小学 5年生の時 

カブスカウトは杉原隊長 

・1959 年（S34） 

ボーイは飯田隊長 

・1965 年（S40） 

高校まで。シニアで退団 

・河内君、内藤君、加藤君 

と同年齢です。 
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厚生大臣は、「たくさんの国民が死んでも、そ

れはウィルスのせいだ。だが病院にマスクが不足

して医療が出来なくなったら、自分や政府が責め

られる」と考えたのでしょう。 

 フランスの状況が悪化すると、お見舞いのメー

ルを頂きました。今や日本でも不足がちと言われ

るマスクを、送ってくれた方もいます。厚くお礼

申し上げます。 

 僕はウィルスの伝播がフランスに先行したイタ

リアの様子を観察して、早目に自己防衛の行動を

起こしました。伊で食糧の買い溜めが始まると僕

もそれに倣い、仏で外出禁止令が出る前に、人と

会うなど街での用事をすべて済ませてしまったの

で、慌てることがなく、お蔭様で穏やかな心持で

過ごしています。 

 容易に想像される通り、すべての音楽会も中止

され、演奏家も自宅待機ですが、フランス国立管

弦楽団のメンバーが、インターネット上で未曽有

の挑戦をしています。あのラヴェルの《ボレロ》

（編曲版）を、各自が個別に演奏しながら、テク

ノロジーを利用して、壮大な合奏を果たしている

のです。音楽を分かち合うことで、この困難を乗

り超えようという、フランスのアーティストたち

の心意気をお聴き下さい。 

 

   https://www.francemusique.fr/musique-

classique/le-bolero-de-ravel-les-musiciens-

du-national-le-jouent-de-chez-eux-pour-vous-

82706 

 

 日本もこれから厳しくなるのでしょうか。祖国

では、政治家が国民の健康を、自分の利益よりも

優先してくれることを願っています。 

 ５月・６月の２ヶ月間、一時帰国を予定してい

ましたが、この状況では実現不可能となりまし

た。 

皆様のご健康を、心よりお祈り申し上げます。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010、2011 年日本帰国時の演奏会・講演会風景 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

２０１０年１１月に、僕が新宿の朝日カルチ

ャー・センターで行なった「フリーメイソン

と大音楽家たち」という講演の時のもので

す。 

 

 

僕が東日本大震災の被災者に捧げた 
《エクアーレ～黙禱～》が、２０１１年６月

３日に渋谷の教会で初演された時のもので

す。 
 

 

https://www.francemusique.fr/musique-classique/le-bolero-de-ravel-les-musiciens-du-national-le-jouent-de-chez-eux-pour-vous-82706
https://www.francemusique.fr/musique-classique/le-bolero-de-ravel-les-musiciens-du-national-le-jouent-de-chez-eux-pour-vous-82706
https://www.francemusique.fr/musique-classique/le-bolero-de-ravel-les-musiciens-du-national-le-jouent-de-chez-eux-pour-vous-82706
https://www.francemusique.fr/musique-classique/le-bolero-de-ravel-les-musiciens-du-national-le-jouent-de-chez-eux-pour-vous-82706
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ボーイスカウト東京港第 1 団 
団委員長 内藤正樹 

 

2019年度はビーバー3名、カブ 6名、ボーイ 8

名、ベンチャー11名、ローバー5名とリーダー16

名で活動しまた。受験準備を小 4からはじめる

為、カブ隊の活動参加者が半数となりました。ま

た、入隊するビーバー隊員数も増えず、加入者増

を図るご協力をお願いします。 

今年は 24WSJ が米国・西バージニア（サミッ

ト・ベクテル・リザーブ）で行われ、当団のスカ

ウト 5名が参加しました。帰国後、得た経験・体

験を聞き、参加スカウト達の成長が良く分かり、

聞いた後輩スカウト達はチャンスを得て、参加し

たいと云っています。世界イベントにスカウト達

を送り込む意義を更に痛感しました。 

最近の BS隊の人数が減少し携るリーダーにも

制限があり十分な活動が出来ない状態です。港地

区内の近隣の団との合同プログラムを始めまし

た。夏キャンプは港 16団と合同で実施し、30名

規模のキャンプとなり本来のパトロール機能を持

つキャンプを実施出来ました。人数不足を補い合

う活動は今後良い提案になると期待しています。 

本年は大きな問題、怪我もなく全員元気にこの

１年間無事に活動を終えることが出来たことを感

謝しています。また、米国で 24WSJを開催した

が、その後、米国ボーイスカウト内部で蓄積して

いた問題が表面化し訴訟となり、BS米国連盟は

破産申請をしました。多くのキャンプ場（24WSJ

開催地含む）などの資産を売却し、補償費（10

億ドル）を捻出すると新聞に掲載された。大きな

問題です。日本連盟は数年前よりリーダー・団運

営関連者に「セーフ・フロム・ハーム」のプログ

ラムを採用し、勉強会を実施しています。このプ

ログラムはスカウト達の安全を確保できる政策や

施策で、人権を尊重し危険や危害をなくす取組で

す。指導者とスカウト間の活動中にモラルを守

り、スカウト達が安心して活動できるようにする

プログラムです。米国のような事件が起きないよ

う日本連盟から強く指導を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガールスカウト東京都第４団 

団委員長 古谷 久代  

 

７月３１日、米国スカウト２５名リーダー４名が

来日。東京での滞在中４団が所属しているブロック

との交流会が霊南坂教会でありました。 

築地本願寺での恒例の盆踊に米国スカウトを参加さ

せる事が主でしたが、日本のスカウトとの交流の時

にと考え、霊南坂に集合、仲間作り、食事、浴衣に

着替え日米スカウトがバディを組んで築地本願寺で

日本の祭を楽しむ計画にしました。米国スカウトを

迎えて判ったのは、京都、横浜でも交流会があった

様ですがどこも茶道と日本食だったので、ゲームで

の仲間作りやタコスの食事など好評でした。バディ

を組んだ日米スカウトが言葉の壁を乗り越えて楽し

く交流している姿は、見ている大人にも嬉しいもの

でした。この経験を基に、   

１２月１４日の霊南坂スカウト合同クリスマスの

礼拝後、シニア・レンジャーは自分達で計画したパ

ーティーを霊南坂のＢＳ、他団スカウト、保護者等

約１２０名の参加者を集めて成功させました。次年

度に続けようと張り切っています。 

２０２０年１月３日の夕方から４日にかけては、

横田基地に在住の米国スカウトから、新山王ホテル

での集会へのお誘いがありました。ブラウニーから

レンジャーまでパスポート必携の集まりは魅力的

で、正月にも関わらず殆どのスカウトが参加しまし

た。スカウトからの報告は私までワクワクするもの

でした。 

２月１６日教会は例年通りスカウトサンデーの礼

拝をしてくださいました。教会の祈りに守られてい

ることに改めて感謝します。礼拝後ＧＳはオースト

ラリア森林火災復興支援の募金を呼び掛けました。

日本に来ているオーストラリアのレオン・マヤさん

が入団したことによります。募金はなんと１２万円

を超え、オーストラリア連盟に送金の準備をしてい

ます。 

これ以降、急なコロナウイルスの影響で集会は連

休明け迄全て中止。リーダーはメール等を通しスカ

ウトとの連絡をしています。 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ボーイスカウト・ガールスカウトの活動 

 
港 16 団との合同夏キャンプ 

＠群馬県みなかみ町  

「宝台樹キャンプ場」 

 
GIRL SCOUTS EVE PARTY 2020 

＠新山王ホテル 
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霊南坂スカウトクラブ 告知板 

[ 月例集会 ] 

月例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 

地下鉄東西線 神谷町駅地下の 

「エリー(永利)」で開催いたしま 

す。 

( 月例集会風景 ) 

 

・お問い合わせは下記宛てにお願い 

致します。 

 
taakos@nifty.com (西郷) 
usui4669@hotmail.co.jp (臼井) 
 

・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 
および右欄の Web URL ホームペー 
ジのトップページ下にある”連絡 
メールへ”からクラブ事務局にお 
知らせください。 

[ スカウト催事予定 ] 

 

BS,GS,スカウトクラブ今年度 

5月以降の活動計画は、新型 

コロナ汚染拡大の終息が見通 

せない為、空欄のままの発行 

と致します。 

計画決定次第、ホームページ 

でお知らせいたします。 

 

[ 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。 

WEB URL：  
http://reinanzaka-sc.o.oo7.jp/ 
注)入力ミスに注意下さい。 

・reinanzaka - sc . は、 
 ハイホン " - " を ***zaka  

と sc の間に, sc の後に  

ドット" . " をいれる。 
・o . o o 7 は、 

 英小文字 " o " 一つ +  
ドット " . " 一つ +  
英小文字 "o " 二つ +  
英数字 " 7 " + 
ドット " . " 一つ です。 

( オー ドット ダブル オー  セブン ) 

スマートフォントで当クラブ 

のホームページが閲覧可能で 

す。スマフォ対応専用サイト

に自動切り替えされます。 

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。 

年会費  3000円/年 

家族会員  2000円/年 

入会金 1000円/入会時のみ 
 

振込先「 ゆうちょ銀行 」 

00170-4-765234 

他行からの振込みの場合は下記宛てに 

お願い致します。 

銀行名    :ゆうちょ銀行 

店名(店番): ゼロイチキュウ( 0 1 9 ) 

 預金種目  : 当座 

 口座番号  : 0 7 6 5 2 3 4 

 口座名称  : 霊南坂スカウトクラブ 

     

 この会報への広告出稿をお願いいたします。 

  サイズ : 11.3 × 8.2 ㎝ 掲載料 : 1回 3,000円×年 1～2回                                   

  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。                                                           

[ 編 集 後 記 ] 

 時節柄新コロナの話題に触れない訳にはいかないと思い３題です。 

一つは、本年からドイツメーカとお付き合いをしています。３月末メ

ールした所、あちらは連邦政府の要請で２週間休業との旨を自動返信

されました。日本は後日緊急事態宣言です。 二つ目は、当面あちこ

ちに散在する息子・娘・孫と直接会えないので、ＴＶ会議 Skypeを試

しました。結果、通じましたが、多元会議が今一つで対策中です。三

つ目はウィルスとは何かを青学の生物学福岡教授の記事が掲載されて

いました。「親子の遺伝情報は垂直方向だが、ウィルスは水平方向」

場合に依っては種を超えて伝達する進化の過程で温存されたもの。 

つまり、永遠にそなえよ常ですね。 

 
[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  

会計       臼井純一  

総務     高玉 大 
戸田健次郎 

書記      檜垣君子 

杉田憲彦 

通信      西谷芳美 

小田島典子 

広報・団   矢澤宏子 
会報 渡辺 博   
H.P   臼井純一 

教会・団  内藤正樹  

ボーイスカウト団委員長  

古谷久代 

         ガールスカウト団委員長 

監査    日下部英一 

柳 健一 
       

 

mailto:taakos@nifty.com
mailto:usui4669@hotmail.co.jp
http://reinanzaka-sc.o.oo7.jp/
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