
― 1 ―  

みんな仲間だ！霊南坂スカウト！ 
 

 
 

２０２０年 

１１月 １ 日号 No.５５ 
 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本のボーイスカウト活動は２年

後の２０２２年に日本連盟創立１０

０周年を迎えます。 

私は昭和１５年（１９４０）年４

月に西櫻幼稚園に入園し、岡田茂君

と出会いました。同１６年（１９４

１）年１２月８日に日本は米英連合

軍と開戦し太平洋戦争が始まりまし

た。翌１７年（１９４２）年４月に

西櫻国民学校に入学、青木義明君・

石田隆一君と同級生になりました。    

その後戦闘が激しくなり日本内地

にも米空軍の空襲に見舞われる様に

なりました。小学３年生の時、３年

生～６年生の全児童は空襲を避ける

為に学童・縁故疎開として東京を離

れることになり、それぞれ別の道で

親元を離れて行きました。 

同２０（１９４５）年８月１５日

東京の大半を焼け野原と化して終戦

を迎えました。同１０月に西櫻小学

校は再開され青木君・石田君・岡田

君と私は奇跡的にも再会をしまし

た。そして、他地区からの転校をし 

てきた川並光昭君・菊田方晴君・斎 

藤忠雄君・長沢進宜君が同級に加わ 

 

りました。後の同２２年（１９４

７）年２月に霊南坂教会で発隊する

時の小学生８人組が揃ったことにな

ります。戦前戦後を通じて友人達と

の出会いです。 

その後、私は家族４人となり東京

から横浜、埼玉春日部へ引っ越しま

した。春日部にてスカウト活動に再

び出会い、指導者としていろいろと

経験をすることが出来、千葉大網白

里へ転じ、そこにも縁があり移籍を

し、団委員として別の道を、今日迄

続いています。この間スカウトとし

て、指導者として日本各地・海外を

含めて多くのスカウト関係者との出

会いがあり多くの貴重な経験をし、

多くをその出会いの中から学ぶ事が

出来ました。 

一方、自身の健康問題から聖路加

国際病院の日野原先生とのご縁があ

り先生の提唱する予防医療（今では

人間ドックとし認知されています

が、健康診断とした頃からの活躍・

その後、高齢者問題からの提起等）

に賛同して、先生の創設した「新老

人の会」に会員として参加していま

す。ここにも大いなる出会いがあ

り、先生が２０１７年７月に１０５

歳で天に召された後も会員として活

動に参加しています。先生は生前、

機会がある毎に「ｅｎｃｏｕｎｔｅ

ｒ」の言葉を使っておられました。

霊南坂のスカウトブラザーでもある

杉原正兄も同様に「ｅｎｃｏｕｎｔ

ｅｒ」を使っているのを知り重なる

ものがあります。 

港一団の育成会名簿の中と、霊

南坂スカウトクラブの名簿の中に 

青木、石田、岡田と遠山の４人の 

名前を見るたびに、私もｅｎｃｏ

ｕｎｔｅｒに感銘し、有難く感謝 

し、改めて「ちかいとおきて」 

 

「備えよ常に」を心に刻み余暇の

善用に励み努力する日々を送って

います。 

           弥栄 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

My mountain says “Look 

wider! Look higher;”look 

farther ahead、and a way 

will be seen. 

私の山は“もっと広く見なさ

い、もっと高く見なさい、も

っと先を見なさい、そうすれ

ば道が見いだせる”と私に言

いきかせる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friendship is like a 

boomerang;you give out your 

friendship to another chap 

and then to more of them 

and they give you their 

friendship in return. 

友情はブーメランのようなも

の、あなたが別の仲間に友情

を与え、次に彼らの多くに友

情を与え、彼らはあなたに彼

らの友情を与えます。 

 

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/ 

「Encounter（出会い）」  遠山兼宏  ボーイスカウト大網白里第１団（団委員） 

 

 

ベーデン・パウエル卿の言葉 
 

スカウト歴 

・1947（昭和 22）年 2月 

 東京第４隊に入隊 スカウト 

・1979（昭和 54）年 4月 

 埼玉県連盟春日部第 7 団に 

 入団 ボーイ隊長 

・2000（平成 12）年 1月 

 千葉県連盟大網白里第 1 団に

移籍 団委員 現在に至る 
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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 

 

 

皆様も、この新型コロナウィルス感染の拡大

が一向に収束しないので日々の行動に支障が出

て、お困りのこと思います。 

当団も、このウィルス感染症とスカウト活動

のバランスを取るのに、苦労をしています。一

時は、全国”非常事態宣言”が発令されました

が、米国、インド、ブラジル等の感染状況と比

較すると、日本の感染者数、死亡者数が各段に

低い結果が出ています。この結果で日本の政

府、都政は感染当初の危機感が薄れだしている

ように感じます。 

 当団のスカウト活動でこのコロナウィルス感

染症をどのように防御し、感染発症・感染元と

させないかの確実な対処方法がありません。ス

カウト達は小学校、中学校で授業の後れを取戻

すのに詰込み授業が実施され、心身共に大きな

ストレスを抱えています。保護者から、このス

トレスを発散させるためスカウト活動の再開を

強く求められました。 

 当団は 7月より、徐々に、活動を再開させ、

7 月に上進・入隊式、8 月に日帰りキャンプ

（他団と共同。30 名スカウト参加）、水族館の

見学、などのプログラムを実施しています。土

曜、日曜の活動は教会に集合。他に Web を使用

してのリモート集会も何度も行っています。リ

ーダー間も Web 会議を持ち、共通認識を持せて

います。風邪などの場合は感染したら、すぐに

症状がでますが、このコロナは数日経過してか

ら症状が現れるので、発症した後では濃厚接触

者（メンバー）への対応が遅れ、感染を広げる

結果となります。厄介な問題です。 

 集会で「3密」に注意しながら、「口からの

飛沫防止」を徹底させています。また、スカウ

ト達は若く、抵抗力もあり、感染しても軽症で

すんでも、同行するリーダーが感染すると、年

齢も高く、感染後、重症化する可能性が有りま

す。このことも、十分に考慮し、感染せず、感

染元にならないように細心の注意を払い、この

難しい環境下で活動を進めて行きたいと考えて

います。 皆様のご協力を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガールスカウト東京都第４団 

団委員長 古谷 久代 

 

 

一年のまとめの 3 月、新体制で歩み出す 4 月に活動

が出来ない。自粛で家にこもらざるを得ないスカウト

達が気掛かりな日々。その様な時リーダー達がオンラ

インでの集会を準備してくれました。 

初めてのオンライン集会は 5 月 16 日、短い時間で

したが多くのスカウトが参加し楽しいものだった様で

す。手応えを感じたリーダーからオンライン集会の為

の予算の申請があり即承諾したのは当然の事でした。 

初めにリーダー達が試したのは無料だったようで、

長時間の集会の為には必要な処置でした。ゲームやク

ラフト・話し合い。スカウトらしい集会が出来る様で

す。家での参加なので、子育て中のリーダーや休団中

のスカウトの参加もあり思わぬ効果もありました。 

このオンライン集会がスムーズに出来たのはリーダ

ーの頑張りは勿論ですが、毎年様々な状況に合わせて

メーリングリストを作ってくれるノンノ(スキャッ

プ・笹本さん)のお陰でもあります。 

5 月に 2 回・6 月に 3 回オンライン集会をしまし

た。団委員会も 5 月末には開催出来ました。その後、

7 月には教会での集会を再開。入団・巣立ち式も行う

事が出来たのですが、再びオンラインに戻る事になり

ました。臨機応変の対応が可能になったと言う事で

す。 

入団・巣立ち式で私は「コロナ感染症の中で自由に

過ごせなくて大変な日々でしょうが、皆が工夫をして

少しずつ良くなってきています。大きくなって振り返

るとあの時の経験があって良かったと思える時が必ず

来るでしょう。皆さんは今自由に行動出来ないけれ

ど、周りの大人がどう考え、動いていたか。それがど

うなっていったか良く観ておいてください。とスカウ

トに話しました。 

 今、4 団は新しい歩みを始めています。9 月からは

本格的に教会での集会を再開しています。「三密」に

はスカウト自ら率先して注意してくれています。いつ

でも、オンライン集会に切り替えられる様「そなえ

て」います。スカウトクラブの皆様、これからのスカ

ウト活動を今まで以上に応援してください。見守って

ください。宜しくお願いします。因みに今年度の活動

テーマは「どんな時でも私はスカウト」です。 

ボーイスカウト・ガールスカウトの活動 
 

 
 

8 月夏季日帰りキャンプ（ヒヨドリ野営場） ブラウニー部門のオンライン集会の様子 

「新型コロナウィルス感染拡大とスカウト活動」 
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「定例会オンラインミーティングの取り組み」 

１、 始めに 

現在迄定例会は月の第二水曜日１９～２１時

迄、朱さん（現：朱村さん）のご厚意でエリー

で開催してました。しかし、本年に入りコロナ

禍で、対面の月例会は出来なくなり、そこで 

オンラインミーティング(OLMTG)を取り入れる

事となりました。その取り組みについて以下に

説明致します。  

２、 取り組みについて 

１） ３つの山の克服 

① 高齢化 ②各種端末＆通信状況 ③フォロ

ーがあります。 

① 高齢化 

アナログ時代の私達にとってデジタル機

器への対応は想像以上です。そこで、

OLMTG のマニュアルを作成しＳＣ役員に順

次メール配信、澤田さん、金森さん、私と

個人練習を行いました。設定が難しい方に

は金森さんの母教会の取り組みを参考に子

供さん、お孫さんに設定をお願いしてま

す。 

② 各種端末（ＰＣ、タブレット、スマホ） 

今回の OLMTG 参加者ではＰＣ、タブレッ

ト、スマホの順です。各種設定、通信法は

ほぼ同じですが、スマホに関しては画面が

小さいので多人数の場合、やや難が出る可

能性があります。 

③ フォロー 

各種設定、通信法に関しては少し経験の

ある人が「お助け隊」となり下記マニュア

ルを用いて対応しました。当方に依る対面

レクチュアーも行い参加可能としました。 

 

 

 

 

 

 

２） マニュアル作成 

一般的に良く使われているアプリのＺＯ

ＯＭとＳＫＹＰＥでは複数参加、通信切れが

無い等ＺＯＯＭの方が使い勝手がよかったの

で、ＺＯＯＭをベースにマニュアルを作成し

ました。その一部は下記です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） ９月定例会ＯＬＭＴＧ 

① 状況 

第一回ＯＬＭＴＧを９月３０日に開催しました。 

定刻３０分前から繋げる事にはやる気持ちもあ

り、スムースに招待者全員参加には至りません

が、ほぼ予定通り開催出来ました。しかし、今回

はＴＲＹ版ＺＯＯＭの為４０分制限があり、一回

目は１０分程度で切れてしまい、再度繋げ２回合

計で約１時間ＭＴＧを行いました。失敗も繋げる

事の練習にはなりました。 

今回はＯＬＭＴＧに関しての問題点を洗い出し、 

課題とその対応及び近況について意見交換しまし

た。ワイワイガヤガヤのＭＴＧ状況は以下の通り

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 課題と対応 

・無料版は時間制限があるので有料版を購入す 

る。 

・既に実施中のＧＳのＯＬＭＴＧを調査し参考に 

する。 

・今回はかなりホスト負荷が大きいので、次回か 

ら上記ＧＳを参考に負荷を軽減する。 

 

３、今後 

 ・Zoom 会合の拡大  

スカウト有志への利用 PR を親睦のあるスカウ

トに少しずつ拡大させたいが、急速な拡大は今の

ままではホスト負荷が大きすぎるので、まずは今

回レベルとし OLMTG の安定化を図る。 

 ・海外ＯＢ/ＯＧへの参加ＰＲ 

  定例会時刻が日本時間１９時頃で各国あまり無

理しないでも参加出来る時間帯でもあり、今後海

外参加も検討する。 

 

スカウトクラブ（ＳＣ）の活動          広報担当：渡辺 博 

 

スマホ版 ZOOM の対面レクチャー 
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霊南坂スカウトクラブ 告知板   

[ 月例集会 ] 

※当面オンラインと致します 

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 

( 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 合同クリスマス礼拝 

12 月 12 日…16：00～ 

・クリスマス総員礼拝 

12 月 20 日…10：15～ 

・燭火讃美礼拝 

12 月 24 日…検討中 

・お餅つき 

2021 年 1 月 16 日…14：30～ 

・スカウトサンデー 

2 月 21 日…10：15～ 

・スカウトクラブ総会 

2 月 21 日…（13：00～15：00） 

新生コロナ汚染拡大のため 

予定になっております。 

ホームページでご確認ください。 

[ 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 ] 

  コロナ禍でのＢＳ，ＧＳ，ＳＣ各団体の対応。特にオンライン化

は若い方にはこれからの社会に生きて行く上で必須と思います。又

私達高齢者に於いてもスカウトのみならず子・孫・遠距離の方と話

す為の安全・安価なコミュニケーションツールと思います。 

  

 
[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  

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 
       




