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第９回日本アグーナリー参加記
内山昭博

６月末に１泊２日で事前キ
ャンプを行い︑準備万端整え
て︑開催場所である石川県珠
洲市に向けて出発しました︒
バスでの往復は安全確保には
利点がありましたが︑狭い車
内でいささか窮屈でした︒何
といっても長旅で 時間でや
っと会場に到着しました︒
９ＮＡでは︑今までの大会
よりキャンプ生活に重きが置
かれ︑日程もゆっくりしてい
て︑スカウトに急がせること
なく︑余計な手伝いをするこ
となくプログラムに参加でき
ました︒大会を支援してくれ
たベンチャースカウト諸君も
積極的で障害のあるスカウト
に偏見を持つことなく接して
くれました︒ヨットや染め物
太鼓の鑑賞︑そば打ちとたく
さんの体験ができました︒
こうして無事に帰ってみる
と︑参加スカウトたちがいか
に多くの方々に支えられてい
たかがわかりました︒その援
助に笑顔で答えるスカウトた
ち︒何とすばらしいスカウテ
ィングでしょう︒
﹁また次のアグーナリーにも
行こうね︒﹂そういってまた
隊集会が行われます︒

山 口 県 連 盟 派 遣 団 団長
第９回日
本アグーナ
リー︵以下
９ＮＡ︶の
県連派遣団
長に任命され︑理事長より参
加準備を行うように指示を受
けて９ＮＡへの準備が始まり
ました︒
県連盟として派遣団を編成
することになり︑障害スカウ
トに参加希望を募ったところ
光第３団を中心に９人の希望
があり︑一方︑ベンチャース
カウトとして奉仕参加したい
という者が４人あり︑指導者
７人と共に総勢 人の県連派
遣団が組織されました︒
指導者会議では︑障害につ
いての講座をしたり︑参加ス
カウトのケース研究をしたり
と全ての指導者が障害につい
て理解が深まるようにしまし
た︒また︑ベンチャースカウ
トには９ＮＡに参加すること
をプロジェクトとして企画す
るように示唆し︑介護章を中
心に技能章にもチャレンジで
きるように支援しました︒こ
うして単なる介助やお手伝い
ではなく主体的に参加できる
ように環境を整えました︒
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第113回指導者講習会 第２地区で開催
９月14日(日)、周南市総合スポーツセンターを会場に、
内山主任講師のもとで第113回指導者講習を開催。
当日の受講者は30人。また地区内の有資格者を中心に
編成された託児ブースも大にぎわいで、当日18人のチビ
ッコたちが親の講習会などは何処吹く風で、楽しい秋の
一日を優しい指導者と一緒に過ごした。
次回指導者講習会は４月第２日曜日に中部地区での開
催を予定している。
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萩第５ 団
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東光寺献灯奉仕

萩第５団

毎年恒例︵ボーイスカウト
萩第５団ではこの献灯奉仕を
約 年間続けています︒︶の
東光寺送り火が８月 日 金
に萩市東光寺内で行われまし
た︒萩第５団のスカウトは五
百基余りの灯篭内のロウソク
に火をつけて回り︑リーダー
は来られた方に寺の由来など
を説明していました︒
闇の中に映る炎の輝きは美
しく大変幻想的でした︒萩の
献灯は迎え火が﹁大照院﹂送
り火が﹁東光寺﹂で行われま
す︒この時期に萩に来られた
方は是非拝見されてみてはい
かがでしょうか︒

春日神社1200年式年大祭御神幸奉仕
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「こちらＪＨ４ＺＰＣ」JOTA2003 in 田布施

10月５日(日)萩市内の春日神社で1200年式年大
祭が執り行われました。
カブスカウトは御神幸の行列に旗を持って加わ
り、ボーイスカウトは行列の通る道の交通整理等
の奉仕活動を行いました。晴天の中、式典もとど
こおりなく終了しました。
由来やその時の様子について詳しく知りたい方
は萩５団ホームページをご覧ください。

第46回ＪＯＴＡは10月18〜19日の48時間開催され、田布施第
１団アマチュア無線局では柳井市の憩いの森管理棟をベース基
地にして世界中に呼びかけました。参加人数は隊員、指導者、
見学者を合わせて30人で、交信内容にみんな耳を澄ませていま
した。そして全国のスカウト局10局との交信に成功し、情報を
交換することが出来ました。非常時の通信には何よりもアマチ
ュア無線が役に立つことを説明し、隊員に理解を求めました。
また、子どもたちがライセンスに挑戦し、仲間が増えることを
楽しみにしています。
▼ 交信に耳を澄ますスカウトたち

http://ww51.tiki.ne.jp/~tan-kam/bs̲hagi5/

ＪＯＴＡ ＆ ＪＯＴＩ メモ
ＪＯＴＡ＝ジャンボリー･オン･ジ･エアー
「空のシャンボリー」であり、アマチュア無線の電波を通じて
国内、国外のスカウト仲間と交信し知識と友情を深める事を目
的に、毎年10月の第３週の週末48時間全世界で実施される。
ＪＯＴＩ＝ジャンボリー･オン･ジ･インターネット
インターネットを使って世界のスカウト仲間がメッセージや情
報交換を行うもので、ＪＯＴＡと同時に行われる。
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2003夏季キャンプふぉとあるばむ
下松第５団：ディキャンプ＆影清洞探検
岩国第３団：飯盒火加減よし ＆ 冷たいぞ！
岩 国 暁 団：ツリーハウスに挑戦したぞ！

第１地区ベンチャー技能キャンプ
2003.11.22〜24：炊事章＆野営章

「椅子」です･････予想通りです。
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周年記念式典
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徳山第４団

徳山第４団発団 周年記念式典が７月
日 日 周南市今宿小学校で挙行された︒
昭和 年発団以来半世紀の歴史を振り返
り︑式典の後︑ゲーム・スタンツなどのプ
ログラムにより楽しい一日を過ごした︒
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一夜干しを焼いています････盛りつけしています････不安げであります。
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森重翔也

チャレンジ章ぜ〜んぶゲット！
もうひとつ︑﹁気象学者﹂
にある１箇月間続けて観察を
することは夏休みを使ってや
ったことです︒熊の項目が多
くてチャレンジ章が終わった
のはカブスカウトを終了する
ぎりぎりでした︒
みんなの前でスーパーカブ
の表彰を受けたときはやって
よかったと思いました︒そし
て︑ボーイスカウトになって
もすべてのターゲットバッジ
やマスターバッジの取得に積
極的に挑戦したいです︒

︻羽村特美隊長の巻︼

団の考査と地区申請を経て、第２
地区光第２団のボーイスカウト５人
が菊スカウトに認証されました。

「ス カウ ト募 集ポ スタ ー」

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/

変な夏も過ぎた︒でもこの
夏は燃えに燃えた︒第９回ア
グーナリーを能登半島の先端
で開催︒奉仕に参加したベン
チャー諸君とは少ない日数で
あったが︑いろいろ話しをし
た︒素晴らしい考えを持って
いるスカウトに感激した︒
未来は明るい︑と感じた︒
わたしも
頑張ろう！
︵Ｔ．Ｙ︶

あ と が き

この百万一心には｢スカウト募集ポスター｣に使える
塗り絵バージョンのイラストページがあります。
問い合わせ連絡先などを記入し、コピー機で複写し
てスカウト募集などに活用してください。
(山口県連盟ＨＰに総天然色版を掲載しています。)

スーパーカブ誕生

岩国第１団
カブスカウトに入隊したと
きにチャレンジ章のブックを
もらいました︒
最初に︑やりやすいものか
ら取り組みました︒それは︑
自然監察官︑救急博士︑特技
博士︑画家︑園芸家です︒
その反対にとても難しかっ
たのは﹁自転車博士﹂の中の
サイクリングでした︒家族と
一緒にやるところは都合を合
わせてもらわなければいけな
かったからです︒

菊スカウト進級おめでとう

﹁せいれーつ︑ルールを説明
する﹂よくとおるカン高い声
がする︒声の主は羽村隊長で
ある︒今のスカウトたちは知
らないだろうが︑昔はキャン
プ工作物に寄りかかっては壊
してしまう鬼の様なお方だっ
たんだぞ︒でも今は話のわか
るすてきなリーダーです︒

総員（1,706名）

スカウト 1,118名

リーダー 355名

団員 233名

平成15年11月25日現在加盟員

中尾聡志君
日野尚武君
新谷涼介君
吉岡 聡 君
原田裕介君
光第２団ボーイ隊
光第２団ボーイ隊
光第２団ボーイ隊
光第２団ボーイ隊
光第２団ボーイ隊

岩国第４団 松村あすか

作：おだゆきな

僕はついにスーパーカブに
なれてとてもうれしかったで
す︒一番大変だったのは工作
博士で︑設計図を作ったり︑
自分の乗れる乗り物を作った
りしたことです︒僕は一枚の
板から材料を削り出し︑工具
の使い方を教わりながら三輪
車を作りました︒でも︑丈夫
に作れなくて壊れてしまった
ので工夫して壊れないように
しようと思います︒
チャレンジ章が全部もらえ
たときは︑すごくうれしかっ
たです︒僕自身は︑ボーイス
カウトにあがるまでの間カブ
スカウトとしていろいろなこ
とにがんばっていこうと思い
ます︒また︑４団の全員がス
ーパーカブに慣れるようみん
なで協力し合っていこうと思
います︒さぁ︑熊になっても
がんばるぞ︒
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スカウトの日2003
参加団 １２団・354人：回収缶 2,494本
［アルミ 948本：スチル 1,118本：PB 428本］
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指導者定型外訓練を中部地区で 開催
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９月15日、のスカウトの日に防府スカウト協議会120人の
スカウトたちが防府天満宮に集合した。
各班３〜４人のグループに分かれ、広い天満宮を上へ下
へ、右へ左へと歩き回り沢山のゴミを拾い集めた。
ビーバースカウトたちは青空の下で歌をうたいながら参加
し、きれいになった境内を眺めてとても喜んでいた。

挑戦 ！ カ ナ デ ィア ン カ ヌ ー を 作 ろ う

防府スカウト協議会

平成 年度の第２回指導者
定型外訓練が︑防府第２団隊
舎を会場に 月 日〜 日の
２日間の日程で︑参加者 人
を集めて開催された︒
講習会のテーマは︑カナデ
ィアンカヌーの製作︒当初の
予定では２日間でカヌーを製
作して佐波川に浮かべて漕ご
うというものであったが
例年︑定型外訓練は︑５月
の連休及び 月の体育の日前
後に開催されている︒

防府天満宮では清掃作戦

部屋を飛び出そう！ 山が･･川が･･青い空が･･･君たちを･･･呼んでいる

ビーバースカウト
幼稚園年長９月から

ビーバースカウトは
幼稚園の年長さん
から入れるんだよ！

小学２年生の９月
になったら
カ ブ スカ ウト に
な る んだ よ ！

カブスカウト
小学２年９月から

ボーイスカウト運動のお問い合わせ

ボーイスカウトは
途中からでも 入れます

日本ボーイスカウト山口県連盟 ： 事務局 (TEL) 083-928-0079

(FAX) 083-923-8623
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