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﹁基本を考える﹂

友田宏幸

ャ ンボリー
大阪 が開催 されます ︒
参加さ れるスカ ウトは︑ 普段の
隊活動の 成果を十分 発揮され ジャ

物の 大切さが 薄れてき てるので は
ないの でしょう か︒
私もそう ですが日 常生活の なか

今 このよう に野営工 作︵自分 た
ちで 作り︑自 分たちで 使う︶を す
ること がほとん どないの が現状で
与えられ たものを使 用するだ けで

)

ンボ リーを楽 しんでく ださい︒
さて︑ ジャンボ リーとい えばキ
ャンプ生 活ですが ︑ちょっ とここ

に もあると 思われま す︒自分 たち
で作 れば多少 でも大切に しますが
与えても らえば雑 な扱をす ると思

)

で 自隊での 隊キャン プを思い 出し
てみ てくださ い︒環境問 題等の関
係もあり 全ての隊 がそうで はない

わ れます︒ だから︑ 今のキャ ンプ
がい けないと いう訳で はありま せ
ん︒社 会環境に 合わせて いくのも
必要だと 思います ︒

(

か もしれま せんが︑ 水汲みと いえ
ば近 くに水道 があり蛇 口をひね れ
ば水が 出る︒ま き割りと かまど火
おこしは ガスコン ロで︑トイ レは

キャ ンプのな かで１種 でもいい
から取 り入れス カウトの 技能面の
向上と達 成感をあ じわえた らいい

切 になると 思われま す︒

完備 されてい る︒
何もか もそろっ たキャン プ場を
使用して いるため 野営工作 の場が

の深さの 穴を掘り 周囲

の ではない のでしょ うか︒
﹁経 験するこ とで学ぶ﹂ 益々︑ボ
ーイスカ ウト指導 者の役割 りが大

て 鳥のさえ ずりを聴 きながら セレ
モニ ーを行う のもいかが なもので
しょう︒

を木の 枝やシー トで囲み ︑踏み板
を置き大 地にどっ しりと腰 を据え

県連副コミッショナー

今年は 第
回世界ジ
ャ ンボリー
タイ と第
回日本ジ
(

国際交流「紅葉まつり」（夢のかけはし21実行委員会）
2001年11月18日：岩国市吉香公園でのモンキーブリッジ展示
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13

ほ とんどな い状態に あるので はな
いで しょうか ？
例えば︑ 許される ならば山 の中
に １ｍ

50
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歳末 たすけあい 共同募金

▲

正月庭燎奉仕

萩第５団

あと数時 間で年が変わる 月
日 日 に萩市 堀内春日神社境

)

)

内で 正月庭燎 てい りょう 奉仕
を行いま した︒
︵﹁正月庭燎 奉仕﹂とは年 が明

(

きね

(

うす

昼食は︑ リーダー特製の カレー
ライス︒︵な んと前日より仕 込

多く スカウトたちも 右に左にと
大忙しで した︒幸い天気 が崩れ
ることもなく ︑一年の最後と 一

け るときに神社に 来られた方々
にお神 酒をふるまい︑ たいまつ
の火の番を することです︒ ︶
今年はお参りに 来られた方も
護 者の笑顔を誘っ ていま
した︒ できあがった﹁ も
ち﹂は︑み んなでおいし

年の 最初の奉仕が できスカウト
たちの顔 も︑晴れてい ました︒

平成14年元日に、防府天満宮ゆかり
の天神山に、新春恒例、初日の出登山
をしました。あいにくの曇り空でした
が、運良く雲の間から御来光を拝む事
ができました。これも、ひとえに神の
御加護と思えます。単身赴任から帰省
中の小川副長も、久々にスカウトの顔
を見て、満足そうでした。
み開 始！︶参加し たみんなから
も大好評 でした︒

防府第５団ボーイ隊

)

月 日 萩市堀内で︑
もちつき大 会を実施しま
23

し た︒萩第５団 スカウト
を始め 今年はガール スカ
ウトも参加 し大変にぎや
かに行われまし た︒スカ

12

く いただくとと もに︑老人ホー
ム し づき苑 に寄贈 しました︒

2002･初日の出登山

(

月 日 日 萩市内 アトラス
萩店前で ︑歳末たすけ あい募金
を行いました ︒大変寒い中 ︑ス
12

カ ウトたちは声を いっしょうけ んめいに出して いました︒い ろい
ろな方 とふれあい︑ま た優しい声を かけられながら の奉仕活動で
大変︑有意 義でした︒

萩第５団

23

ウト が臼を目の前に ︑杵
を手に持 ち格闘する様子
は見ているリ ーダーや保

12

▲ 萩：アトラス萩店
▲

田布施：駅前

岩国：イズミ南岩国店

萩第５団

もちつき大会
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｢

｣

創立
萩第５団

45

(

)

昭和 年に創設され ︑ 年︒
今回の 周年記念式典に は来賓
の方も多数参 加され︑肌寒い 中
45 31

45

その 歴史の重みが 式典の中にも
感じられ ました︒
萩５団の隊舎 内に掛けてあ る
｢

｣

岩国第１団VS隊竹重勇輝君

伝達式では、今をスタートと
して精進することを誓い､後輩
達のエールを受けました。

の 交通安全
キャン ペー
ンのイベン
トに岩国地

岩国西自
動車学校で

こ とも教えてもら い
ました ︒横断歩道に
おける車の 前シャー
シが作る死角︑ 止ま

手には死 角といって
見えない部分 がある

った 車の周辺などが
それにあ たり︑我々
の方からは車 がしっ
かり 見えているだ け
に死角に なって自分
が見えていな いなど

参加 スカウト５名で 小
野田第１ 団スカウトハ
ウスで平成 年 月

チ ャースカウト技 能キ
ャンプ が小松崎洋二西
部地区進歩 委員長を主
任講師にスタッ フ４名

西部地区主催 のベン

と 考えたことはあ り
ません でした︒
ここで学ん だ事を
忘れずに︑今日 から

富士章 おめでとう

って いこうと思っ ています︒

い けないと思いま した︒
次に︑ 自転車に乗って いてよ
くやる事で ︑歩道を走って いて
人がいたり対向 自転車がきたり
する と歩道から車道 へ車線変更
するけど ︑そばから見て いると
とっても危な っかしいことが 分

10

日〜 日に行われ た︒
ベンチャ ースカウト
技能章課目の ひとつで

13

人形 はボンネット に跳ね上げら
れて道路 に放り出され てしまい
ました︒飛び 出しは絶対し ては

ろ んな体験
をしま した︒車を実
際に走らせ て１度目
はうまく止まっ たの

西部地区で開催

吉 田松陰の詩 志 には﹁人は万
物の恩 恵を受けて生き ている︒
これに感謝 し︑自然を大切 にし
社会のために奉 仕するべきであ

ベンチャー技能キャンプ

は交 通安全に気をつ
けたいと 思います︒

23

に︑ ２度目は飛び出
した人形 をはねてし
まった時はビ ックリしました ︒

日秋 晴れの
暖かい日 差
しの中︑い

区の スカウ
トが参加 し
た︒９月

岩国地区スカウト

周年記念式典
45

24

月 日 土 萩市堀内春 日神
社境内にお いて萩５団創立 周
年記念式典が開 催されました︒
11

る﹂ とあります︒こ れからもス
カウト︑ リーダーともに その精
神を持ちスカ ウト活動にがん ば

秋の交通安全キャンペーン

かり ました︒そし て︑車の運転

28
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27

鶏をつまんではみたが

ー のショーウィ ンドウにある鶏
肉と違 い︑鶏の頭と 足がないだ
けですから

調 理実習で楽しく 興味もある
が︑難 しいのは鶏のさ ばき方で
しょう︒日 ごろ目にするス ーパ

ねた 魚や鶏のさばき 方の実践を
間にはさ みながらスカウ ト全員
考査項目をク リアした︒

け がをしないよ うに調理器具の
取扱注 意や使用方法 ︑食材・食
品について の腐敗防止や ︑栄養
素の講義を朝昼 夕食の調理を 兼

ある炊事章 習得にむけ︑ま ずは

▲

･
･
･
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まつり山陽
ミニスカウト展
山陽町厚狭駅前で、
平成13年11月11日開催。
展示品は結索法パネル、
募集パネルなど。
体験コーナーのロープ
結び、どんぐりこま、
たけとんぼや火起こし
などが好評だった。

第１地区ミニスカウト展
第１地区内の各地でミニスカウト展が開催されました。
11月４日には、平生町文化会館でミニスカウト展を開催。
岩国では11月17日の｢国際親善紅葉祭り｣にモンキーブリッジ
を展示して参加、11月24日の「青少年のための科学の祭典」に
はバブロケットを創ってみようコーナーで参加といろいろな趣
向を凝らした企画でスカウト募集を兼ねたＰＲを行いました。

▲

▲

平生町
岩国

雨の宇部まつりスカウト展
あいにくの雨つめたい雨の中のスカ
ウト展は平成13年11月４日宇部まつり
会場にて開催客足さっぱりの会場はス
カウトの歓声だけがひびいていた。

第２地区ミニスカウト展

▼ 下松第５団

光第２団

▼

第２地区では、光、下松、徳山でミニスカウト展が開催されました。
それぞれの団で趣向を凝らした展示物などで、スカウト活動ののＰＲ
を行いました。

▲ 徳山第４団

(4)

第２回定型外訓練
13

中尾聡志

救急法講習会

光 第２団

救急 法講習会では ︑まず最初
に怪我 人の搬送法を教 わりまし
た︒怪我人 を搬送するに は︑や
はり急造担架 を作って運ぶの が
怪 我人にとって も一番安心なの
で︑ とっても良いと 感じました
次に︑消 防署の人から 心肺蘇生
法を習いま した︒人工呼吸 は気
道を確保しない と意味がなか っ
たり ︑心臓マッサ ージは 回も
やると 結構疲れてきた りと色々
と難しい事 がありました が︑今
回の講習会の 中では一番重要 で
日 常で使えるの でしっかりと頭
に入 れておこうと思 いました︒
それから 三角巾と包帯 の使い
方を教わり ま
した︒三角巾
も止 血等に非
常に役 立つこ
とが解りま し
た︒講習会で
習 った事は生
涯役 立つので
家で再度 思い
出して生か し
ていきたいと
思い ます︒

)

11

指導者養成委員会

︹ 第１地区開催︺
平成 年９月 日 日
岩国市 中央公民館にお い
て開催され た救急法講習
会に参加した ︒指導者を
含 めた 名の受講 生は真
剣な 空気の中で午前 中は
井上先生 と春名先生の講
義︵いつも は眠たくなる
のに不思議と目 がさえて
た︶ を受け︑午後 からは
非常に 厳しいと噂の村 上
リーダーの ダミーを使っ
た人工呼吸の 実習を受講した ︒
実 習ではなかなか 合格の声が
掛か らず唇が腫れ上 がってしま
いました ︒私に代わって 手本を
見せてくれ た村上リーダー はさ
すがに現役の救 命士だけあっ て
何気 なくやっても すべて
グリー ンランプ︑
日々の精進 のたま
ものだと感じ まし
た ︒人の命を救う
こと は大変だけど
そんな場 面に直面
したら臆せ ずでき
るように今後の 訓
練で もたくさん練
習して おこうと思
った︒

15

平成 年度の第２回定 型外訓
練が︑西部 地区小野田第１ 団隊
舎を会場として 月７日〜８日

毎 年行 って いる岩 国市
老人 福祉 セン ター の門 松
作り を４団 のカ ブ隊 ・ボ

ー イ隊 とが 平成 年 月
日 日 に 行い まし た︒
暖か い日 差しの 中で 鋸や

12
(

)

竹 割り を使 い門 松を 完成
し ました ︒出 来具 合は ど
うで しょ うか ︒

13

の日 程で開催された ︒
今回の講 習会は﹁指導者 のた
めのソングセ ミナー﹂﹁パソ コ

する方法です。山口県連盟のＨＰで染色の
方法、染色木を利用したチーフリングの作
成方法などを詳しく紹介しています。記念

23

10

山野にある樹木そのものを立木の状態で、
樹木の内部に直接染料を注入し、木が持つ
樹液流の働きを利用して木そのものを染色

14

草木染め、ろうけつ染め、藍染めなど
染色方法にも色々ありますが、立木染めと
いう染色方法をご存じでしょうか。

恒例 門松作り 岩国第４団 CS隊･BS隊
品などの素材としても活用できます。

13

ン・ 立木染め﹂を メインテーマ
として開 催され︑参加 者はそれ
ぞれ技能の研 鑽と修得に果 敢に

自然が創る森の芸術｢立木染め｣

挑 戦し︑２日間の 講習を終了し
た︒な お︑ 年度の第 １回定型
外訓練は例 年どおり５月の 連休
に開催を予定し ている︒

平成14年３月10日
第 30 号
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第３期救急法講習会蘇生法課程
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(

第２ 回ビ ーバー 隊集 会

公開プログラム忍者ごっこ

｢

隊長 竹中喜久美
･
･

今 度は丸太渡り︒ 任せておけと
ばかり ピョンピョン渡 ると得意
のポーズ！ ︑ちょっと厳し い？

この 終了︒大輪で 終わりの式を
して解散 した︒

初の 忠告の意味がや っと分かっ
たのであ る︒合戦後にぜ んざい
を頂き公開プ ログラム忍者ご っ

つ かの間︑今度は 大人の忍者と
の戦い だ︒太鼓の音を 合図に大
合戦！ここ とばかりにメッ タ斬
りに遭うのは当 然大人忍者 最

探り前に 進むとやっと 下りだ︒
出発点に戻っ てほっと一安 心も

てス カウト展も開 催した︒

ても らいこの運動へ の参加を呼
び掛ける 事を目的とした ︒
この公開プロ グラムに合わせ

地 区の行事として 展開された︒
主な目 的としてビーバ ースカウ
トの活動に 直接参加するこ とに
より︑スカウト 運動を肌で感じ

今回の企 画は光２団ビ ーバー
隊のベストヒ ットプログラ ムを

･
･

ロ ープを使って の斜面登り︒悪
戦苦闘 の末に無事上 り切る︒
リボンテー プをたどって 進んで
行くと途中何か ぶら
下が っている﹁何か
な？﹂言 わずと知れ
た鳴子︒これ に触れ

はしご

る と敵に気ずかれ る
ぞ！︑ どんどん進む
と林の向こ うに何か

｣

た手裏剣 で的を狙うがな かなか
命中しないが ︑まっいいか ︒

下松第５団ビーバー隊
冬の木枯 らしが素肌に染 みる
月８日︑光市 野外活動センタ

ー はちびっこ達の 元気な声とパ
ワーに 満ち溢れていた ︒
公開プログ ラム第２回忍者 ご

っ この始まりで ある︒
スカウ ト 名︑一般 参加のち
びっこ 名 ︑保護者 名 ︑指導
者 名︑地区委 員３名︑総数

名の 大忍者軍団が忍 者の修行に
出発だ︒ 先ずは忍者の衣 装作り
に挑戦！カラ フルなビニール 袋

42

を 使ってそれなり の？孫にも衣
装的な 出で立ちで今度 は刀作り
だ︒親子で 協力しながら新 聞を
･
･

あ る 木の梯子 を登
ると絶 景かな？︑怖
いかな？︑ でも頑張
つち
る！ 槌で板を たた

た物を恩返ししていきたいと思います。

40

巻 いている皆に ﹁余り固く巻か
ないで ﹂と一応忠告 した︒後で
痛い思いを するとも知ら ずにお
父さんお母さん 達はせっせと 刀

･
･

くと カコーン・カコ
ーンと辺 りに良い音
はしご
が響いた︒梯 子を降

団のリーダー、スカウトたちから素敵なソングをいただき
ました。ソングは贈る側だったのに、いつの間にか贈られ
る立場になってしまいました。今後は皆さんからいただい

50

を作 り︑２グループ に別れそれ
ぞれの修 行コースに挑戦 して行
った︒

り るとおやつが待 っ
ていた ︒
次は目隠し トレイ

平成13年10月14日、結婚式を挙げました。式では岩国暁

12

ま ずは竹ポックリ を使っての
水上渡 り︑初めての体 験で一歩
がなかなか 出ないちびっこ も一

ル に挑戦︒ロー プを
伝って 手で探り足で

思い出をありがとう 岩国第１団 古田敦美

15

生 懸命挑戦した ︒次は手裏剣投
げだ︒ この日の為に 作っておい

150
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山口第３団 太田真理

12

12

︹ 岩 国 暁団 の 巻 ︺

僕は︑小 学四年生の
時からボーイ スカウト
の 隊員である︒ 今まで
一番 心に残っている の
はやはり 第 回日本ジ
ャンボリーに 参加した
こ とだった︒日 本ジャ
ンボリ ーは四年に一 度
開催され ︑まさにボー
イスカウトの オリンピ
ッ クと言えるもの だ︒
僕の参 加した第 回 大
会は︑秋 田県の森吉山麓 で開催
された︒
当 時小学校六年生 だった僕に
とって は︑寝台車での 秋田への
旅︑八泊九 日という長い キャン
プなど︑全て のことが未知と の
遭 遇と呼べるもの だった︒
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山口１隊 人は︑キャ ンプ場
ではなく︑た だ草が生えて いる
ば かりの草原の 草刈り︑テント
を設 営した︒皆︑鎌 を手に自分
の割り当 てられた区画の 草を黙
々と刈ってい った︒それま では
キ ャンプ場での キャンプしかし
たこと のなかった︑ 僕にとって
何もない ところからのキ ャンプ
を始めるとい う初めての経験 だ
っ た︒
開会式 は︑野球場よ りも広い
アリーナ に日本のみなら ず世界
カ国から二万 七千人のスカウ
ト 達が一同に集ま って行なわれ
た︒一 面が緑色のベレ ー帽で埋
め尽くされ ︑一人一人は 小さく
とも日本中の ボーイスカウト が
一 同に集うと︑こ れ程壮観なも
40

カウ ト経験豊かな 頼もしいリー
ダーです ︒

法講 習会﹂の実施講 師として演
壇に立て ば﹁私のやり方 が正し
い︒﹂といっ てはばからない ス

ス カウト達の少し 期待した声
が聞こ えてくる︒現職 の救急救
命士という 救急のエキスパ ート
として︑地区で 行われる﹁救急

﹁今度の 集会に村上リ ーダーは
こられますか ？︒﹂
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のになる のかと僕は感 動した︒
八泊九日と いう長期の自 炊︑夏
場に九日間も 風呂︑シャワ ーも
なかったこと︑ 班活動の時︑ 野
外 料理で秋田の郷 土料理である
キリ タンポを作った こと︑キリ
タンポ 鍋を作りすぎて 残飯処理
に困った ことも忘れられ ない︒
キャンプの 間は︑残飯も 含め
ゴミや廃水を 全く出しては なら
ない︒僕達は︑ 罰ゲームとし て
こ のキリタンポ鍋 を食べ尽くす
こと を思いつき実行 した︒
幸い僕 はこの罰ゲーム を逃れ
たが友達 の苦しそうな顔 を今で
も思い出す ︒様々な初めて の経
験をしたが︑ 中でも一番大き な
アクシデントと いえば九日間 の
う ち七日間が雨だ ったことだ︒
僕達 のことを︑涙で 歓迎するか
のよう に初日から降り 続け︑降
っていな かったのは二日 目と班
別活動の日 だけだった︒
山口は七月は じめには︑梅雨
明けしていたの に秋田は梅雨ま
っ 盛りといった感 じで︑やはり
梅雨 は南の方から明 けていくの
だなぁ と身をもって知 ることに
なった︒ よほど僕達の日 頃の行
いが善いの だろうと思わず 皮肉
を言いたくな るようなどしゃ ぶ
りの雨が何日も あった︒

しかし︑ どんな雨の中 でも予
定どおりプ ログラムは進 められ
た︒どしゃぶ りの中での閉 会式
は一生忘れられ ない︒
こ の日本ジャンボ リーからも
う三 年が経った︒今 ︑日本ジャ
ンボリ ーに参加した僕 を含む当
時六年生 四人が山口第３ 団の実
質的なリー ダーとなって いる︒
佐古︑河野︑ 吉岡そして僕 との
間には表現でき ない連帯感と 友
情 が芽生えた︒今 年︑日本ジャ
ンボ リーが大阪で開 催される︒
僕達四 人は支援隊とし て参加す
るつもり だ︒ジャンボリ ーの素
晴らしさを ︑他の隊員たち にも
経験してもら いたいと思う︒
もしも︑僕がジ ャンボリーに
参 加していなかっ たら︑おそら
く﹁ 面倒くさいから やりたくな
い﹂と いう理由でボー イスカウ
トの活動 に参加をしなく なって
いただろう ︒しかし︑日本 ジャ
ンボリーに参 加をして活動の 楽
しさや充実感︑ 達成感を知るこ
と ができた︒何か をする時にお
互い 協力することの 大切さ︑綿
密な計 画をたてること の必要性
も学んだ ︒ボーイスカウ トの一
員であるこ とは僕の誇りだ ︒僕
はこれからも ボーイスカウト の
活動を続けてい きたいと思う︒

す︒ ﹃ぼくはたまた ま人間とい
う生き物 の
日本とい う国の
この家に生 まれてきた

長崎の 小学校５年生の 少年が
次の様な詩 を書きました︒ ﹃も
﹄という詩で
しも︑ぼくが

詩は まだ続きます が︑ところ
で皆さん ︑この少年は ﹁この家
に生まれてき たことが不思 議で

間と いう生き物で日 本という国
のこの家 に生まれてきた ことが
﹄
不思議におも える

だ ったかもしれな い︒アフリカ
のサバ ンナに住むけも のでライ
オンのえじ きになっていた かも
しれない︒そう 考えてみると人

大空を舞 うタカだった かもし
れない︑野山 をかけめぐる サル

き くなれよ﹂とよ びかけ︑育て
て下さ るからです︒さ あ︑そう
思えばそれ ぞれ家のある方 向に
むかって︑﹁あ りがとう︑おや

代表 格は何と言っ てもお父さん
とお母さ んですね︒自 分が一生
懸命︑働いて ︑﹁育ってよ ︑大

とも 不思議なら横に 座っている
友達とで あったことも不 思議で
す︒そんな中 でも︑不思議さ の

は いっぱいある︒ 例えば火がも
えてい ることも不思議 なら︑空
いっぱい光 っている星の存 在も
不思議です︒隊 長と出会ったこ

と思えば ︑じっと周り を見まわ
してみましょ う︒不思議な こと

﹃不思議なこと﹄

もし もほかの家に 生まれてい
たとした らどんな父さ んだった
のかどんな母 さんだったの か︑

す ﹂と︑とても大 切なことに気
づいて くれました︒不 思議なこ
とに気づく とは︑自分の生 きて
いる後にある力 に気づくことで

宗教委員会 菅野慶全

そ してぼくはどん な顔で︑どん
なやつ だったのか︒
外国のアメ リカかスペイン か
インドかブラジ ルかどこかの国

あ と が き

)
(

気が付けば広報委員に
なっていたわたし︒
思えば︑スカウトを離れ
てはや 年もの月日が経
ちました︒社会に出て︑
このスカウトの経験が今
でも役に立っています︒
例えば︑言葉・・・
﹁そなえよ︑つねに﹂
この言葉に幾度となく助
けられたことか︑また今
後も救われることとなる
でしょう︒広報委員とし
て︑ひとりでも多くこの
百万一心を読んで頂ける
よう努力していきたいと
思います︒
﹁百万一心﹂の言葉どお
り︑みんなの心が一つに
なりますように︒ Ｓ

総員（1,847名）

･
･
･
･

スカウト1,241名

･
･
･

･
･
･
･
･
･
･

リーダー 354名

団委員 252名

平成14年２月25日現在加盟員

すみ なさい﹂といっ てはどうで
しょうか ︒お父さんとお 母さん
にきっと届く と思います︒

作：おだゆきな
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スカウト活動のお問い合わせは

す︒ 自分を支えてい る尊い力に
気づいた ことです︒
もし﹁じゃ︑ 僕も気づきたい ﹂

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

の大 使の子供だった かもしれな
い︒ひょ っとして人間で なかっ
たかもしれな い︒

スカウト君
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