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初心忘れるべからず
勝田 直

こうして観 る と︑何故か︑

西 部 地 区コ ミ ッ シ ョ ナ ー
スカウ

トの皆 さ 我々のスカ ウト活動 と似かよ

さて︑この﹁誠﹂ボーイ ス

ん﹁初心 った点 が多 いです︒
忘 れる べ

からず﹂ カウトのリ ーダーの方なら︑

に込めら 一度はこの﹁誠﹂を目にして

年前の室町時 代︑ それまで庶

この言葉は︑ 今から約六百

隊長への﹁心掛け﹂送る 言葉

第 一編 セッ シ ョン１に︑新任

イ課程の隊長 ハンドブッ ク︑

れた﹁誠﹂ をご存知 ですか︒ いる と思い ます︒これはボー

民の間に一般 的にあった芸能

私事にな りま すが︑自 分が

として記され ています︒
たい︶﹂によ って舞を主体 と

のページをめく り︑約

活動に行 き詰 まったとき︑こ

﹁猿 楽﹂﹁田 楽﹂を﹁謡︵う
する 舞台芸術 へと移行 させ︑

年前

江戸時代には武 家の武 楽に発
展 させる礎を築 いたとされる

会を思い出しな がら︑ スカウ

下関で受けた二 泊 三日の講 習

う心の探求を取り入れ﹁能﹂

心を忘れてはなら ない﹂とい

たばかりの者は本 人の未 熟の

ても﹁事を始め る際︑入門し

創作活動を通し て何事におい

０７︑ひ とつの世 界〜ひ とつ

ブラウン シー島に 戻り﹁２０

最初に実験 キャン プを行った

年を迎えるにあた り︑ ＢＰが

は３年後の２０ ０７年に百 周

世 界スカウト機構において

ト活動に励んで います︒

の世 界を駆け抜け ていったそ

のちかい﹂をテー マに動 き出

観 音信仰︑阿弥陀信 仰にまで

の探求 から仏教の教 えである

作活動を展 開していく中に心

発進しましょう︒

戻り︑新 しい明日へ向 かって

スカウトの皆 さん﹁ 初心﹂に

らず﹂ではないでし ょうか︒

これこ そ﹁初心忘れる べか

しています︒

したと言われていま す︒

発展 させ﹁能﹂の集大成をな

そして彼はこの﹁ 能﹂の創

うです︒

彼は﹁能﹂とい う芸道への

﹁世阿弥﹂の﹁ 誠﹂です︒
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“秋穂第１団から初めて参加したスカウトたちのばやい”

初めて町外
のスカウトの
活動に参加しました。
仮入隊したばかりで
わからないこともあったけれど、
楽しかったです。 ［河合祥子］

たった一泊だったけれど十人くらい
お友達ができてうれしかったです。
石ぶろ体験では、すごく熱かったの
でびっくりしました。
［内田 瞳］
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ＢＰ祭でゲ
ームをした
り、お話を聞
いたりして、す
ごく楽しかったです。
いろんな町の人と友達になれたの
でうれしかったです。［江山 花］

スリーピークスに登ったぞ

元気みこしコンテスト
11
19

「切戸川桜桜フェスタ」
今年も優勝！ 下松第５団

４月 ４日に開催さ
れた下松市の﹁切戸
川桜桜フェスタ﹂の
﹁元気 みこしコン テ
スト﹂に今 年も 出場
し︑昨年に続き優 勝
しま した︒
地域行事への協 力
で︑ テーマは今年の
大河ドラマ 新選組
で した︒

月 日 秋のハイ
キングで広島県大竹
市の三倉岳 に登りま
した︒下から見 上げ
ると三 つの とがっ た
尾 根や切り立った岩
肌で どきどきしま し
た︒ 尾 根伝い に鎖を
使わない と上れない
ところも あり ︑尾根
から見下ろす景色 は
素敵だった けど︑ 足
下を見ると足が震え
るようで した︒

岩国暁団ボーイ隊・秋のハイク

｢

私はＢＰ祭で、２月22日は、ボーイ
スカウトを作った人の誕生日と知りま
した。そこで友達ができて、
とっても楽しかったです。
［光永奈未］
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中部地区ＢＰ祭

中部地区「ＢＰ祭2004」に参加して
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中部地区での ＢＰ祭
は２月 〜 日の一泊
二 日の 日程で︑雪化粧
に彩られた徳 地町 自然
少年の家 を主会場にし
て 地区のスカウト︑指
導者 など大勢 が参加し
て盛大に開 催された︒

平成16年6月13日

西部地区 美祢でＢ-Ｐ祭

｣

２月 １ 日︑美祢市
の﹁美祢児童センタ
ー﹂を主会 場にして
美祢︑小野田︑宇部
各市 と山陽町のス カ
ウト︑指導者が参加
して ＢＰ祭 を開催︒
当日は 人のオ ー
プン参加を含めて二
百人ほ どが︑ 日本有
数の 化石の里︑美祢
台地を舞台にした ウ
ォークラリ ーなどに
挑戦 した︒

美祢･小野田･宇部･山陽各団
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おめでとう！ 団創立40周年
第一地区 田布施第１団 記念式典

田布施第１団では４月
18日に団創立40周年記念
式典を挙行した。今日ま
での活動の足跡をふり返
り、さらなるスカウト活
動の躍進を誓った。

平成16年6月13日
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ご 用命 は三人一組で

トク四自 慢の三人娘︵？︶
ダンスの達人 内山 Ｌ
ゲームの 魔術師 原Ｌ
ソングの女神 野村 Ｌ
三 人そろって サンジュ ージ
ン ギーズ ！！
い つでも︑どこ でも︑だれ
とでも楽 しくで きる 活動に力
を合わせて がんばります︒

(3)

ベンチャーキャンプ・プロジェクトＶ２
第６回日本ベンチャー目指して･･事前キャンプ･･
３月20日から一泊二日の日程で、６ＮＶ(第６回日本ベンチャー)へ参加
するベンチャースカウトなど14人が参加して、６ＮＶ準備キャンプを主目
的とした｢プロジェクトＶ２｣を実施。
６ＮＶ大会テーマ「Do Venture!! 出発だ！ すばらしい明日に」の元、
会場となった秋穂町千坊川砂防公園でスカウト技能などを磨いた。

･
･
･

徳 山第４団 の 巻
第６回日本ベンチャースカウト大会
中部地区で開催

CS

大雨注意報発令下の５月16日に錦帯橋周辺で開催

ウッド バッ ジ研修所カブスカ ウト課程

26

﹇周防の森ロ ッジ﹈

［第一地区カブ･ビーバーラリー］

17

中国 四国第 ４期

第 １ 回指 導 者 定 型 外 訓 練

目 指 せ ︑ ロー プ ワ ー ク の 達 人 ！

平成15年度第１回定型外訓
練を５月４日〜５日に開催。
「展示用ロープワーク」を地
区で分担して製作した。

ウッド バッジ研修 所 課程
中国四国第４ 期を５月 １日〜
４日まで︑光市 周防 の森 ロッ
ジで︑友田 日本連盟副リ ーダ
ート レーナ ー所長のも と︑県
内外か ら 人の参加者により
開催された︒
なお 年度 には﹁ビ ーバー
スカウト課程﹂の 研修 所を 開
設する予定 としてい る︒

４月11日防府市文化福祉会館を会場
に、第114回指導者講習が永田主任講師
により開催。当日の受講者は14人。
次回指導者講習会は９月第２日曜日
に西部地区で開催される。

･

第114回指導者講習会

2004年８月２日〜７日の会期で、ベンチャースカウト
が幅広く多彩な活動を展開するため、関東ブロック内の
１都７県に活動基地を20箇所程度設けて開催される。
山口県連盟からはベンチャースカウト18名が参加。

(4) 平成16年6月13日
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ボーイスカウト山口県連盟 平成16年度年次総会を開催
作：おだゆきな

平成16年６月13日

宇部市シルバーふれあいセンター

平成16年度山口県連盟年次総会を、宇部市シルバーふれあいセンター
で平成16年６月13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。

二井関成連盟長に“たか章”伝達
５月19日、県庁で市川理事長
より二井関成連盟長に日本連盟
表彰の“たか章”を伝達。

平成16年度に表彰･伝達されるのは次の方々及び団体。

事務局職員の交代
県連事務局職員として勤務してい
ただいた遠藤夕美子さんが３月末日
付けで依頼退職されました。
４月１日より平田尚子さん (山口市
在住) が事務局業務にあたりますの
でよろしくお願いいたします。
なお、本年度から県連事務局業務
については、次のとおり行いますの
で、ご理解とご協力下さいますようお
願いします。
・ 業務日： 月・水・金
・ 時 間： ９：００〜１６：００
※ 需品注文については、業務日
の変更により以前よりも若干の遅れ
が見込まれます（７日〜10日）ので、
早めのご注文をお願いします。

平成16年5月31日現在加盟員

【山口県連盟表彰】（以下敬称省略）
〔県連有功章〕
増原一郎(田布施１) 南 一成(田布施１)
〔県連感謝章〕
イグナチオ･オレギ(防府５) 神原弘幸(柳井３)
門田謙一(田布施１) 川西敏文(宇部15)
〔感謝状・特別の貢献〕
神足正己(下松５) 小松敏雄(光２) 恩地 誠(宇部15)
岩国市立通津小学校 下関市立豊浦小学校 下関市社会福祉協議会
下関北ロータリークラブ 山陽町立埴生小学校 教育後援会
光市野外活動センター「周防の森ロッジ」
〔感謝状・内助の功〕
増原久枝
南 洋子
〔褒 状〕
隊長･副長5年16名、同10年７名、同15年５名、同20年６名
デンリーダー･補助者１名、スカウト10年23名
〔組織拡大顕彰〕
下松第５団 宇部第11団
【日本連盟表彰･伝達】
〔た か 章〕
二井関成 (連盟長)
岸村正昭 (第一地区事務長)
〔かっこう章〕 岡村博司 (県副コミッショナー)
〔団５０年章〕 宇部第11団
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/
団委員 201人

リーダー 310人

スカウト 960人

総員（1,471人）
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萩第５団

岩 国 第 ６団

大切 さや 錦川の歴史の勉強も
させていただきました︒
ちなみに︑源流の碑は 錦帯
橋の廃材です︒

お 米 作 り も 体験 ！

４月29日に２階建てロンドンバスに乗り、萩か
ら約１時間の角島にある、つのしま自然館、角島
灯台などを訪れました。角島へは、平成12年に完
成した無料で通行できる日本一の延長 1,780ｍの
角島大橋を通りました。

地 域 と共 に ﹁錦川交 流ネ ッ トワ ーク ﹂

つのしまハイキング

私たちの 住 む岩 国には︑ 錦
川 が流れ沢山の 人 が恩恵を受
けています︒流 域の市 町村 で
構成 される﹁ 錦川流 域ネット
ワ ーク﹂があ り︑私達の団も
お手伝い しています︒
錦川の水を とり入れた田ん
ぼで田植 えや稲刈 りを し︑
そのもち米でお餅つきも
し ました︒また︑﹁ 錦川
源流の碑 ﹂を運搬するお
手伝いをし︑ ビ ーバー・
カブと市 町村の方々で 錦
帯橋から御庄までの４㎞
を 運び︑清流線 で錦町まで
運ぶ主役 を務めました︒
市 町村の方々 から水を守る

(5)

つのしま自然館に展示してあるクジラの骨格標
本を見て、角島灯台に登りました。てっぺんから
日本海を一望できる角
島灯台は、明治９年に
初点灯した日本海側初
の洋式灯台です。狭い
階段を120段登って･･･
やったぁ〜！･･すっげ
ぇ〜！。てっぺんから
の眺めは絶景でした。

旗を訪ねて百八里

下松第５団

あの日の丸求めて･･艱難辛苦の訪ね旅･･

「黒潮のまち徳島･牟岐町訪問キャンプ」
恒例となっている平成16年１月１日のBS･VS･RS隊初
日の出登山で、地元の「氷室山おこし会」と共に、午
前８時に柳井市伊陸の氷室山山頂からとばした「和紙
の手作り寄せ書き日の丸」が、その日の午後１時15分
頃に瀬戸内海から四国山脈を越え、徳島県海部郡牟岐
町の沖約６kmの太平洋上で水産高校勤務の宮内さんに
拾われたとの電話連絡がありました。（これまでに飛
ばした16回の寄せ書きで初めての返事でした。）
このことは地元「徳島新聞」にも
掲載され、お互いに連絡を取り、直
線距離220kmを自動車を使い430kmの
道程を５月２日〜４日にかけ、「臨
時親善交流プロジェクト」として徳
島訪問を計画。カブ１名、ボーイ８
名、ベンチャー８名、ローバー１名
リーダー３名、奉仕隊４名の総勢25
名が車４台を連ねて「日の丸」対面
に行きました。宮内さんの「こころ
温まる応対」と雄大な牟岐町の自然
を満喫して帰ってきました。
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日本ボーイスカウト山口県連盟

ボーイスカウトは
いつでも、入れます。
萩 第５団

下関第６団
下関第７団
下関第11団
下関第17団

岩国第１団
岩国第３団
岩国第４団
岩国第５団
岩国第６団

美祢第１団

山口第３団

山陽第１団
小野田第１団

小郡第１団

宇部第11団
宇部第15団
宇部第17団

地区問い合わせ先
【下関･美祢･山陽･小野田･宇部地区】
電話：0836-73-0399(坂井)
【萩･山口･小郡･秋穂･防府地区】
電話：083-924-4862(米倉)

秋穂第１団
防府第１団
防府第２団
防府第４団
防府第５団
防府第８団

徳山第１団
徳山第４団
下松第１団
下松第４団
下松第５団

柳井第１団
柳井第３団
光 第２団
光 第３団

田布施第１団

地区問い合わせ先
【岩国・柳井・田布施地区】0827-38-0535(岸村)
【周南(徳山)･下松･光地区】0833-72-5419(山本)

ボーイスカウト運動のお問い合わせ

ボーイスカウト山口県連盟事務局：(電話) 083-928-0079：(Mail) bsymg＠ ymg.urban.ne.jp

