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楽しいキャンプ料理

せてい ただきま した︒幸 いにも全
国から 注文が相 次ぎ約一 千部に達
し︑私 は今︑ほ っとして いるとこ

ンプ料 理の達人 になれる ︒
こんな 思いから 昨年﹁楽 しいキ
ャンプ 料理集﹂ をプログ ラム委員
会を通 じ︑山口 県連盟か ら発刊さ

と思っ ています ︒
キャン プ料理の 楽しさを 皆様に
知って もらいた い︒あな たもキャ

ょっと 贅沢に牛 肉︵中身 は鯨？︶
の缶詰 ！ これ が楽しく て今日ま
でスカ ウト運動 を続けて こられた

でした ︒
今から 年前︑ 中学生当 時︑学
校のグ ランドで テントを 張り︑飯
盒で炊 いたご飯 とタクワ ン！ ち

に引き 込んだ
最大の 魅力は
キャン プ料理

私をボ ーイ
スカウ ト運動

タイミ ングや盛 りつけ︑ テーブル
の飾り 付けに至 るまで真 心のこも
った料 理の達人 に近づけ るものと

てくだ さい︒
ここま で来ます と﹁もて なし﹂
の心が あなたに 宿り︑料 理を出す

好き人 間︵スカ ウト︶に なってく
ださい ︒そして ︑料理を 作る楽し
さだけ でなく︑ 人に食べ ていただ
き︑喜 んでいた だく楽し みを感じ

家庭に おいても ︑このキ ャンプ料
理に挑 戦してみ てくださ い︒
また︑ 皆様方に は︑是非 料理大

この料 理集では これまで の常識
を破る レシピも たくさん 掲載して
おりま すのでキ ャンプだ けでなく

保存性 ︑移動性 などが重 視されて
いたキ ャンプ料 理にも少 しずつで
すが変 化が見ら れるよう になって
きまし た︒

代へと 変遷し︑ 炊事用具 もますま
す使い やすくな ってきま した︒
このた め︑従来 は調理が 簡単で

多さや その保存 法の進化 ︑また燃
料もマ キからガ ソリン︑ ガスの時

磯部勝由

ろです ︒
キャン プ料理の 一つの原 点であ
るアメ リカのカ ウボーイ たちの食

期待し ています ︒

第２地区地区委員長

生活と 比べます と︑今日 ︑食材の

45

平田啓一
愛媛総合 博物館のプラ ネタリ
ウムを見 ました︒これ が今は世
界一なの かと思いまし た︒続い

が実際に 橋を渡ってみ て初めて
分かりま した︒新発見 でした︒

僕たち１ 組は 号室で した︒
そして︑ 夕ご飯は食べ きれない
んじゃな いかと思うく らい多く

ました︒ み〜んな無事 だったけ
ど︑地震 のおかげでユ ースホス
テルに着 くのが遅れま した︒
矢野友寛

声を出し たのと同時だ ったので
兄ちゃん がゆらせたの かと思い

森重翔也
帰りのバ スの中ではド ラえも
んのビデ オを見ました ︒岩国に

やりまし た︒ぼくは︑ 真ん中に
休憩場が あったので何 回も休み
ました︒

んでいる みたいで少し 怖かった
けどおす すめの乗り物 でした︒
岩崎利彦
みんなで にじ色のスケ ートを

ウェーと チェーンタワ ーが楽し
かったで す︒どっちと も空を飛

･

･

･

･
･

･

･

･

(

)

･

･

･

･

･

･

･

･

第13回日本ジャンボリー(国際キャンプ)
会 期：平成14年８月３日〜８月７日
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であった為、少々抵抗があったが、
今回は登山を目的に来たわけで天候
も良く登山が出来たので、その点は

104

松野泰士
ぼくは３ 月 ・ 日に 初めて
親のいな い旅行へ行き ました︒

１３ＮＪニュース

不安と一 緒に乗
り込んだ バスで
はか たじま
は伯方島 のガイ

ゆ ふ だ け

ド役がま ってい
ました︒ どきど
きしたけ どうま

テスト期間中の忙しい時に来たか
いがあった、というわけではないが
貴重ないい経験になったと思う。

カ ブ 隊 一 泊 旅行 リ レ ー 記

て博物館 を見
学してい ると
きにもの すご

しかもと てもおいしか った︒
お風呂に いってみたら 大きなお
風呂で︑ おまけにおも ちゃまで

着いてみ ると︑当たり 前だけど
お母さん は地震があっ たことで
とても心 配していたみ たいでし
た︒帰っ てきて︑家は やっぱり

が風も多少あったため涼しく感じら
れた。下りはとても速く、あれよあ
れよという感じに下山していった。

岩国 第１団

く大きな 地震
げ い よ じ し ん
芸予地 震 が
ありまし た︒

ありまし た︒次の日の 朝ご飯も
ごうか
再び豪華 ︒阿部君と競 争すると
秒差で負 けてしまいま した︒
すえたけ ちさと

良かったと思う。由布岳に登頂して
の感想であるが、最初が緩く、頂上
付近が急、という個人的には非常に

24

テスト期間中というのに、今回の
遠征へ参加した。今までにない企画

はくぶつかん

阿部りょ う
後で聞い て
し んど
みると震 度５
だったの でビックリ︑ でも︑ぼ

海遊館などがあります。

くできま した︒
樋口 寿
僕たちは ︑バ
た た ら
スをおり て多々羅大橋 を歩いて

田布施第１団BS隊 森重雄太

79

わしゅうざん

参加者：２万人サブキャンプ：９ＳＣ
＊ 近くにはユニバーサルジャパンや

いいなと 思いました︒

由布岳登山

くるしま

テーマ：『新しい時代の風を受けて』
〜とびだそう 人と文化の森へ〜

鷲羽山ハ イランドは雨 だった
のが残念 だったけど︑ ローター

会

場：大阪市舞州スポーツアイランド

くはあわ てませんでし た︒ただ
兄ちゃん がマイクに向 かって大

名

称：日本連盟創立80周年記念

渡りまし た︒来島海峡 は３つの
橋がつな がっていると 言うこと

登りにくい山であったが、大山より
は良かった。大山は階段ばかりで非
常に辛かった。
頂上の気温は12℃。結構暑かった
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==由布岳頂上で達成感にひたる==

寝 たろ う公 園 でＢ Ｐ 祭
春 爛 漫 ？ の 団行 事
宇部第

団

２月 日 ︑光 ２団 ・３ 団の Ｂ
Ｐ祭 が開 催さ れま した ︒参 加ス

カウ トは ビー バー から ボー イで
名で した ︒前 回よ り我 が団 は
父兄 の参 加︵ 見学 ︶を 抜き にし
きび
た男 だけ の・ スカ ウト だけ の厳

･

･

しい ︵？ ︶活 動を 目指 し実 行委
員が 一丸 とな って 取り 組ん でい
ます ︒内 容は ︵そ れこ そ︶ 縦割

気持ち 一つにして！

｣

･

｣

おけ

りの 混合 ８班 を作 り関 所ハ イク
を賑 々し く行 いま した ︒
ビー バー スカ ウト から 見る ボ

｣

｢

｢

ーイ のお 兄さ ん達 は一 体ど のよ
うに 写っ たの でし ょう か？
折角 ︑同 じ地 域に 住ん でい る
ので すか らこ の機 会に 顔を 知り

｢

美 祢 山陽 小 野 田 宇 部

桜の花も
咲いて春
まんきつ
を満喫で

厚狭川の 河川敷﹁寝た ろう公
園﹂にて 美祢・山陽・ 小野田・
宇部の旧 ４地区による Ｂ・Ｐ祭
が２月 日開催された ︒﹁寝た
ろう公園 ﹂は厚狭川を 挟んで五
つの公園 で出来ており ﹁わらじ
きるのに
どう言う
訳かいつ

もうち
ょっと先
にいけば

公園﹂ 千石船の公園 ﹁桶の公
園 ﹁砂 金の公園﹂それ と ゆめ
広場﹂︒ ９時 分に厚 狭小学校
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仲良 くし て欲 しい もの です ︒

･

･

トニー･ケンプ君、アロー･ティラー君）

グランド をスタートし たスカウ
トたち︑ まずは佐渡島 までの迷
路地図を 解いてわらじ を受け取
いかり

トとその 兄弟 保護者 それにキ
ツネやタ ヌキやウサギ も参加し
ての︵そ んなわけない だろ︶大
ゲーム大 会︒今富
ダムぐる っと キ
ロに計量 ゲームや

まんぷく

木の高さ 当てゲー
ム︑宝探 しゲーム
等々︒ゲ ーム三昧
の後はお 決まりの
豚汁で満 腹になり
最高に盛 り上がっ
た︵よう な気がし

（左から、タイラー･ノベル君、

55

15

)

た １日 でした︒

岩 国 第 ６ 団 ビーバー隊

▲

岩国６団ビーバー隊に３人のアメリカの
お友達が入隊しました。 岩国基地内にも
隊はありますが｢在日中は日本の隊で活動
させたい。｣という保護者の希望もあって
入隊。 ３人とも好奇心旺盛で元気いっぱ
いです。 一番気がかりな「日本語」はと
ても達者で､保護者と指導者との通訳もお
まかせで隊指導者も助かっています。
３人ともペリースクールの１年生です。

光第２団･第３団

男所帯のＢ‑Ｐ祭
新しい仲間です

15

も少し手 前でワイワイ やってそ
の気にな ってる 団︒
と言
うことで 今年は団ラリ ー︒厚狭
郡楠町の 今富ダム周辺 でスカウ

あくせん くとう

「悪代官なんて へっちゃらだい」▼

り︑千石 船の錨に仕立 てたペッ
ちょうせん
トボトル 吊上げゲーム に挑戦︑
砂金の公 園では指導者 ふんする
なんもん
悪代官の 難問︑ロープ ワークに

に入れた ︒
ゴールの ゆめ広
場では砂 金糖なら

ぬ黄金糖 をごほう
びにもら い︑冷え
た体を温 かいうど
んで暖め た楽しい

１日でし た︒

4.1

30

14

悪戦苦闘 していた
が見事全 員クリア
ーし通行 手形を手
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オ ー プ ン 集 会開 催 ！

２月 日 日
に岩国東 地区ミ

(

)

｢

)

祭 で ウ ォ ー クラ リ ー

岩国暁団

)

ずる声が 響き渡りまし た︒

ひび

トがベー デンパウエル の誕生日
をお祝い しました︒城 山にはス
カウトた ちの歌声やゲ ームに興

２月 日 日 横山地区 吉川公
園一帯で 岩国暁団のビ ーバー隊
からベン チャー隊まで のスカウ

(

より説明 を受け︑古代 の世界に
タイムス リップしたよ うに感じ

チームが 参加︑
選手以外 の隊員
は交通整 理に奉

岩国暁団

たスカウ トもいたよう だ︒

BP

(

昼食は︑ はんごうを使 ってご
こ
飯を炊き ︑焦げめの全 くない非
常に美味 しいご飯だっ たとのこ
とです︒ ︵ボーイ隊隊 長談︶

い︑また 一般の方には 体験して
頂きまし た︒

４月 日 日 萩市指月 小浜キ
ャンプ場 を会場に︑ 皆 集まれ
オープン 集会﹂と題さ れた集い
メインデ ィッシュは﹁ 鳥の炭
火焼き﹂ ！ 美味しい 昼食でし
た︒最後 に参加者みん なで使用

仕しまし た︒
選手たち は︑大会に向 けて練
習した結 果を充分に発 揮し︑上

萩第５団

がありま した︒
参加者は ︑リーダー︑ スカウ
ト及び一 般からの参加 者も含め
したキャ ンプ場のゴミ を拾って
終了！ またみんなで やろうと
話しなが ら︑きれいに なったキ

ニ駅伝に 小学生
男子２チ ーム︑
中学生男 子１チ
ーム︑育 成会２

て約 名 もの人が︑小 雨が降る
あいにく の天気のなか ︑午前中
せつえい
はテント 設営︑午後か らはロー

18

ャンプ場 をあとにした ︒

ミニ駅伝競争に参加

プワーク 等のスカウト 活動を行

参加者は スカウト・指 導者・
保護者合 わせて百十名 ︒
午前中は ︑個人ゲーム やチー
ムに分か れて長縄跳び 大会など
楽しんだ ︒長縄跳び大 会では︑
初めて出 会った友だち と息を合
わせて上 手に跳んでい た︒
午後から は︑チームに 分かれ

(

)

て約４㎞ のスタンプラ リー︒
四箇所の 関所をクリア した後
ちゃうすやま こふん
３年前に 復元された茶 臼山古墳
に到着︒
は にわ

晴天に恵 まれた５月
日 日 柳 井火力発電

茶臼山古 墳には埴輪な どが復
元されて おり︑スカウ トたちは
興味深そ うに見学して いた︒
また︑柳 井市教育委員 会の方

ちゃうすやま こふん

所グラン ドをメイン会
場に第１ 地区カブ・ビ
ーバーラ リーが開催さ

13

スタートは緊張しました。
｢しっかり走れてよかった｣

ボールが当たって転んじゃった

29

位入賞を 果たしました ︒２月の
空気の中 を︑気持ちい い汗かき
ました︒

第１地区カブ･ビｰバｰラリｰ開催

100

「21世紀(過去から未来)へはばたく友情の輪」
れた︒

「古墳って小さな山みたいだね」

11
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第８回救急法講習会
中部地区

)

２月４日 防府市サイク リング
ターミナ ルに於いて︑ 第８回救
そ せい
急法講習 会 蘇生法課程 が︑倉
(

あくせん

アットホームな講習会の様子

▲

(

第

回指導者講習会
中部地区

「春の野営・楽しく学ぶ」

▲ 楽しく過ごす野営の基本･テントの設営方法体験

交換もあ りとても充実
していま した︒

今回は遠 くからの参
ね つい
かんしゃ
加者が多 く熱意に感謝
します︒ テーマを見て
﹁知っち ょる﹂とか︑

﹁解っち ょる﹂又︑遠
方だから と言わず﹁チ
ョット﹂ 参加してみま

せんか︒ 今後も︑指導
者や参加 者のニーズに
応じた楽 しい集いの会

にしたい と思います︒
全参加者 の皆さんあり
がとう︒

主任講師 清綱秀信 記

▲

三角巾の正しい？ 使用法

)

･
グラムの 中で行われた ︒
今回学ん だ手法︑展開 方法等
を現隊で 十分に活用し ていただ
けたら
と思います︒
休憩時に は他団の人と の意見

(

舎で開催 された︒
今回のテ ーマは 春の野 営 楽
しく学ぶ ﹂を掲げ︑進 級や技能

平成 年 度第１回定型 外訓練
が５月５ 日〜６日のゴ ールデン
ウィーク 後半に小野田 第１団隊

第１回定型外訓練･技能研修会

向上そし てプログラム 活動のヒ
ント等を ︑参加者全員 が﹁体験
して学ぶ ﹂定型外短時 間のプロ

｢

かんどう

例を織り 込んでの講義 に感動し
納得でき たと好評であ った︒
受講修了 者たちは︑こ れを機

こ うぎ

変和やか なうちに全課 程を修了
すること ができた︒
終了後に 聞いた受講者 たちの
けいけん
感想は︑ 講師陣の経験 豊かな実

導者講習 会が開催され た︒
今回は受 講者少数の為 ︑きめ
細かく家 庭的な雰囲気 の中で大

４月８日 に受講者７名 で防府
市右田福 祉センターで 第 回指

108

にそれぞ れの分野での 新たな挑
戦を誓っ た︒

13

･
･
･

講師は友田副コミッショナー

108

重中部地 区健康安全委 員長を主
任講師に 行われた︒
受講生 名は︑人工呼 吸や心
10

臓マッサ ージの実技指 導に悪戦
く とう
苦闘しな がらも最終的 には合格
点に達し 満足げであっ た︒

平成13年６月17日
第 28 号
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ペースを確認しながら心肺蘇生実習
)
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﹁よって立つところ﹂
宗教委員会 菅野慶全

﹁まさか︑あ そこまでは積もらない

だろう︒﹂ウ サギはそう思ったので

はさっそく隠 していた食べ物を探し

やがて︑冬に なりました︒ウサギ

した︒

かあかと燃え あがる火を見つめると

はじめました ︒ところが何としたこ

営火はいいで すね︒真っ暗闇にあ
神秘さの中に もおだやかな心になっ

と思っても︑ 目じるしにした雲は風

とでしようか ︒確かこのあたりだぞ

さて︑皆さん もよく知っている童

に吹かれてど こかにとんでいってし

てきます︒
謡や昔話とい うのは︑私たちにとっ

まい︑結局食 べものを探すことはで

さて︑どうで しょう︒これは何を

ても大切なこ とを教えてくれます︒

いっているの かといえば︑人間は何

きなかったの です︒
坑夫のお父さ んをカラスに例えたも

つの子﹂︒カ ラスとは石炭を掘る炭

があれば生き ていけるのか？つまり

例えば﹁カラ スなぜ鳴くの﹂の﹁七

ので︑かわい い子供たちのためには

﹁よって立つ ところ﹂ということで

れとも真理か ︒皆さんは何だとお思

真っ黒になっ て働いてもかまわない
ところで話に は︑次のようなもの

いでしょうか ？実は人間だからこそ

しょう︒お金 か︑愛情か︑学歴かそ
がありました ︒それはウサギの話で

いきている意 味を考えることは大切

親心を歌った ものです︒

ウサギは冬に なると食べ物がなくな

生きているん だよ︒﹂と答えたいと

なことで︑あ る小学生は﹁お母さん

思います︒わ かりやすく言えば﹁恩

るのを知って いました︒そこで︑秋

だがひとつ心 配なことがありまし

がえし﹂とい うことで︑だってたく

人間はいつか 死ぬのに︑なぜ生きね

た︒それは冬 になるとたくさんの雪

さんの人︑た くさんのもののおかげ

のうちからせ っせと食べ物を集めて

が降ることで ︑どこに食べ物を隠し

で生きていら れるのですから︑その

ばならないの ？﹂とたずねたそうで

たのかわから なくなることでした︒

お礼は忘れて はいけないと思うから

す︒隊長はこ の質問には︑﹁人間は

﹁そうだ︒目 じるしがあればいいの

です︒生かし てくださる尊いお方の

いました︒お かげでたくさんの食べ

だ︒﹂ウサギ は大空にうかぶ雲を目

お名前

物が集まりま した︒﹁よし︑これだ

じるしにする ことにしました︒何し

来さま︑その お方であります︒

人間だけに出 来ることをするために

ろ︑どんな高 さの木でもたちまち雪

けあれば大丈 夫だろう︒﹂

にうずもれて しまうからです︒

･
･
･

︒ そのお方こそ阿弥陀如

萩第５団
カブ隊隊 長
長岡繁雄 さ
んを紹介 し
ましょう ︒

︵最近︑ 大きくなって きたタヌ
キ腹を気 にされて歩か れている
らしい︒ ︶

現在 歳 になられます が︑
歳を越え た今でもスカ ウトと一
緒に隊舎 の周りを走り 回る身の
軽さ？ を見せておられ ます︒
51

いつでも ︑笑顔でリー ダー︑
スカウト 達に大変慕わ れ︑それ
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団

合には﹁ つまみ﹂とも 言う︶
︵次回は 保存方法など ︶

ーセージ ︑チーズなど が便利で
す︒予備 食は﹁おやつ ﹂と考え
てもよい でしょう︒︵ 大人の場

ので︑軽 くて保存がよ いものを
選びます ︒棒状のイン スタント
ラーメン ︵棒ラーメン ︶や︑ソ

ても足り ない場合には もう一品
食べられ るように用意 しておき
ます︒簡 単に調理でき るものが
よく︑い つ食べるかわ からない

通常食が 不足した場合 に使用
する食料 ︒通常食は少 なめにし
ておくの が基本ですが ︑どうし

が望まし いことを覚え ておきま
しょう︒
◆ 予備 食

一般のス ーパーでもカ ロリー×
××とい った便利な食 品が入手
できるよ うになりまし た︒非常
食は使用 しないで持っ て帰るの

考えられ るので︑その まま食べ
られるも のにします︒ 昔は乾パ
ンや黒糖 が主でしたが ︑最近は

性がよく 軽いものを選 びます︒
また︑燃 料が尽きてい ることも

登山家 宇部第

スカウトのための登山講座
﹁食料計画 その２﹂
前回に続 き食料計画の お話を
します︒
◆ 行動 食
行動中に エネルギーを 補給す
るための 食料︒ポケッ トに入れ
て歩きな がら食べられ るものを
選びます ︒糖分の多い 甘いもの
で︑食べ るときに飲料 を必要と
しないも のが良いでし ょう︒キ
ャンディ やクッキー︑ 一口ゼリ
ー等が便 利です︒果物 なども悪
くありま せんが︑歩き ながら食
べるので ゴミ︵皮や種 ︶の処理
に困るも のは避けまし ょう︒行
動食はお やつとは違う ので︑混
同しない ようにしまし ょう︒
登山では ︑朝昼の食事 を腹い
っぱい食 べるのではな く︑少な
めにして 小腹が空いた ときに行
動食で補 うようにする のが基本
になりま す︒
◆ 非常 食
何らかの 事情により︑ 予定の
日数で下 山できなかっ た場合の
食料︒当 然のことなが ら︑保存

15

でいて間 違ったことを した時に
は本気で 叱ってくれる 長岡隊長
にパパの 姿を思い浮か べるのは
私だけで しょうか？
そんな長 岡隊長ですが ︑料理
の腕は抜 群！団で餅つ きをした
時︑金子 隊長と二人で こだわり
カレーを 料理されてい ました︒
そのカレ ーの美味しい こと︒
萩市の春 日神社にある 隊舎周
辺で美味 しいにおいが してまし
たら一声 掛けてみて下 さい︒美
味しいに おいのもとを ご馳走し
てさしあ げることもあ るかも？
そんな時 にもはじけん ばかり
の笑顔で 輪の真ん中に 長岡隊長
が立って おられるはず です︒

広 報 委 員 の ぼ やき

子は親を 見習うのだか ら

子供がよ けることもな くついク
ラクショ ンを鳴らして しまうこ
とがある ︒

べ非常に 高い位置にあ る為いろ
いろな事 がよく見える ︒
朝︑通学 路を通るため 徐行す
るのです が︑親がよけ ないので

私は仕事 で４㌧トラッ クに乗
っている ︒運転席は乗 用車に比

結 婚お めで とう
萩第５団ＢＳ副長福間勇司さんが４月２８日
萩春日神社で挙式されました。

･
･
･

平成13年６月17日
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ボーイスカウト山口県連盟 平成13年度年次総会を開催
作：おだゆきな

平成13年６月17日

柳井市･アクティブ柳井

平成13年度山口県連盟年次総会を、柳井市アクティブ柳井で
平成13年６月17日(日)に開催。県連年次総会では、前年度事業
報告･収支決算報告、新年度事業計画案･収支予算案等を審議。
また、議案審議に先立ちボーイスカウト運動に貢献された功
績を讃えて県連盟表彰式及び日本連盟表彰伝達式を挙行。
平成13年度に表彰･伝達されるのは次の方々及び団体。
【山口県連盟表彰】（以下敬称省略）
〔県連有功章〕
竹本博信(岩国１) 岡
正 (岩国４) 川戸裕司(岩国４)
佐野正澄(下松１) 新谷満雄(下松１) 井納 清(下関６)
百田省二(下関６)
〔県連感謝章〕
須子利江(小野田１) 下川昭治(防府１) 井納和子(下関６)
渡邊文江(小野田１)
〔感謝状・特別の功労〕
河村重雄(下松５) 勝盛一子(宇部15) 株式会社藤永建設
森脇食料品店 日本製紙(株)岩国工場 毛利就圀
関 昌利
原 信行 今治正明 (財)防府ライオンズクラブ
埴生地区社会福祉協議会 厚狭地区社会福祉協議会
〔褒 状〕
隊長･副長5年11名、同10年９名、同15年３名、同20年３名
デンリーダー補助者１名、スカウト10年16名
〔組織拡大顕彰〕
徳山第４団･下松第５団･防府第８団･宇部第11団･宇部第17団
【日本連盟表彰】
〔かっこう章〕
森 義勝(小野田１) 勝田 直(小野田１)
【お詫びと訂正】
第27号訃報記事 永松氏の経歴紹介で昭和62年発団となってい
ましたが、正しくは昭和26年です。お詫びして訂正します。

(
)

山口県連盟事務局 mailアドレス：bsymg＠ymg.urban.ne.jp
山口県連盟ＨＰ http://www.ymg.urban.ne.jp/home/bsymg/
平成13年５月25日現在加盟 員

団員 207名

リ ーダー 316名

スカ ウト1,007名

総員 （1,530名 ）

あ と が き

現在︑広 報委員として
新しくメ ンバーに入っ た
私は︑原 稿に向かい頭 を
抱えてお ります︒以前 よ

り写真を 撮ることが好 き
であり︑ 今も下手な写 真
を撮り続 けています︒

広報委員 も趣味の一つ
として気 楽な思いでや っ
ています し︑趣味の写 真

を大いに 活用していき た
いとも考 えています︒
加盟員の 皆さんも気楽
な気持ち で広報誌﹁百 万

スカウト活動のお問い合わせは

一心﹂へ ︑情報などを ど
んどん送 っていただき た
いと思い ます︒ Ｎ・Ｎ

編集責任者：広報 委員長 羽村特美
印 刷 所 ：藤 田 謄 写 堂
長門市東深川892‑9 (0837)22‑2369

