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平成２３年度総会 開催

６月５日
ホテルオークラ新潟

○総会に先立つ理事会での理事長挨拶：昨年度は県連活性化に向け行動した。今年もよろしくお願いする。
ＮＪ／ＷＪは指導者にとって大きな負担（長期間）であることは間違いないが頑張ってやっていきたい。震災に
関し福島県副連盟長より礼状を戴いた。加盟員の減尐の中、基本を大切にしていきたい。
○総会開会式で金沢副連盟長の挨拶：例年通りのこの総会が開催できることに幸せを感じる。被災された３県
連盟（福島・宮城・岩手）への支援をしていこう。
○総会での理事長挨拶：震災への支援活動の謝意と敬意を呈したい。震災をどうとらえるか我々が問われて
いる。この時代にＢＳを続けていくことは大変なことだが、スカウト魂を育てていきたい。
（以下理事会の報告も含め記載する）
① 進歩委員会より
今年度 菊スカウト１人 富士スカウト１人（県累計２７人目 内女性２）
② 財政委員会より
維持財団が一般財団法人となった。
③ 日連登録料値上げ連絡 平成２４年度分から変更となる。来期予算影響する。
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④ 日連事務所移転
現在の 三鷹市 から 東京都文京区本郷１－３４－３ （今年１０月～）
⑤ ２３ＷＪへの参加者（７月２６日～８月１０日）
副派遣団長中野充氏（加茂１） 他にリーダ（加茂１）、スカウト（新潟５、新潟１５、小千谷１）等８名
⑥ 大震災義捐金 各団から寄せられた合計２,２５８,４９２円を日連へ。県連から３県連へ各１０万円。
⑦ 表彰
たか章：井上法英氏（長岡３） かっこう章：西山好英氏（長岡１）
⑧ 日連コミッショナーグループ
重点方針： より良きスカウトの育成（富士スカウト １級スカウト）
社会から信頼される指導者の養成（隊指導者、団委員）
ＷＪアピール（ホームステイ 新潟５００人規模となる）

２３年度事業方針
スローガン： ｢スカウト運動の基本に基づいて、より良いスカウトを育てよう！」 （班制度教育徹底）
基本方針：

「広めよう！スカウティングの楽しさをみんなに」

重点目標：

「スカウト運動を活性化し、加盟員の増大を図る」
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先号で予告しましたが、ＳＦＳ通信では信仰奨励章を応援します。宗教団体を基盤とされていると思
われる団に何かサゼスチョンを戴けませんかとお便りを差し上げたところ・・・・・・・
下記の団からお返事を戴けました。
1 新潟地区：中蒲原第７団（馬場団委員長）
2 新潟地区：新潟第１５団（金沢団委員長）
3 上越地区：上越第５団 （秋山団委員長からリレー寄稿として戴きました。）
4 中越地区：長岡第３団（井上理事長から熱い思いと有益な参考書を紹介いただきました。）
今号では上記の４件をご紹介します。
ご覧になられた団から ”自分の隊はこんな風にやっているよ” と
いうお便りお待ちしています。

＜宗教章／信仰奨励章について＞
平成23年3月28日
中蒲原第７団

団委員長 馬場 幸雄

＜宗教章について＞
当団はカトリック教会として日本カトリックスカウト協議会（ＪＣＣＳ）に参加しています。
授与基準は当然、教育規定に依っています。
特にキリスト教章に対しては、当団として
１．宗教行事のミサに侍者として奉仕できること
２．信仰の中心になっているのは何で、どうして信仰しなければならないかの意義を、どう答え
られるか
・・・等に重きを置いています。
＜信仰奨励章について＞
どんな宗教であれ、関心をもって学びたいと思うこと、または、信仰行為を好意的に思い、それ
への参加を望むこと、そして善行をなしていると認めたスカウトには信仰奨励章を与えたいと思っ
ています。認定は担当隊長に委ねています。
時々団行事の時などに宗教的なお話しをしています。当団は、信仰の自由を重んじています
が、時には奉仕活動として、亀田祭りの夜行事で岩神輿かつぎで参加もしています。

＜委員会情報＞
* 訃報

幹事：平出正栄氏（新井１団）
平成２３年１月６日 享年４９歳で病のため逝去されました。
ご冥福をお祈りいたします。

* 役員人事平出さん逝去に伴う措置として
上越地区役員として松矢光一氏（地区事務長）（上越３団）が当面代行されます。
* ＳＦＳ通信

今後県連ホームページに掲載します。ご利用ください。

* ６月２６日県ＢＳラリー（新発田）でＰＲブースを担当しました。ＳＦＳとして初めての活動です。
一般市民の来場はあまり期待できない場所ですが、本命の９月県ＢＶＳ・ＣＳラリーに向けての練
習と位置づけ頑張りました。改善点もいくつか得られました。
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信仰奨励章について（私見）
（寄稿依頼への返信）

平成23年2月16日
新潟１５団
団委員長 金沢 貞夫

三指
やっと春らしくなり、時々暖かい太陽の日差しが差し込むこの頃です。お手紙を読ませていただ
きました。とても難しいテーマです。
でも常にスカウターとしては考えていなければならない課題だと思います。編集長からの要望に
対してのお答えにはなりませんが、日頃の私のスカウトに対しての有って欲しい姿、スカウティングに
対してＢ・Ｐが求めているもの、何故この運動を始めたのか？・・・を考えてみると、それは極く普通な
人として人間としての営みの根本に帰り、もう一度考えてみる動機づけのように思えて仕方有りませ
ん。
新潟１５団はＣＢＳ（カトリックボーイスカウト）としてＣＢＳ本部に登録していますが、現在殆どスカウ
ト及び保護者には信者はおりません。最初発団した時は無論信者さん神父様が主体となり発団した
経緯があります。当時は育成会長・団委員長・各隊長共に聖職者が多くおりました。集会のセレモ
ニーにもスカウツ・オウン（何か一言感銘を与えるお話、例えば町中での出来事についての感動した
事等をＢＶＳ～ＶＳ迄に分かりやすい言葉で話す）で集会を締めくくりました。それこそスカウツ・オウ
ンと私は捉えております。
指導者に確たる信仰がなくてもスカウトへの指導はできると思います。信仰奨励章に取り組もうと
する意志さえあればできます。新潟15団では一昨年６人のＢＳスカウトが信仰奨励章を取得しまし
た。どうして取得への方向付けを試みたのかＢＳ隊長に問いました所、スカウツ・オウンを試みてから
との事でした。
指導者自身の信仰の対象の問題で悩むことはないと思います。でも悩むことは大切で素晴らし
いことだと思います。スカウティング誌での宗教関係者代表会議委員の「信仰」についてのサゼス
チョンが毎号掲載されているのにはスカウティングそのものが信仰にベースを置いているからこそで
はないでしょうか？
残念ですが今のリーダーには恐らく信仰についての位置づけが弱い方が多いでしょう。・・・・
又思っていても原隊の活動に力を注ぐので一杯なのかも知れません。
ただ、信仰奨励章を取得してからの宗教章への導きがなかなか思う様には進みません。本来で
あれば宗教章取得は原隊の隊長が地域の寺院・教会等の教導職者を求めてボーイスカウトでの宗
教章の必要性を説き教導職者の納得を得てから、長いスパンでの教導を仰ぐのがベストだと思いま
す。これも指導者の役割だと思います。
弥榮
金沢さんの私信でしたが、御本人
の御了解を戴き掲載させていただ
きました。
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信仰奨励章の資料紹介
井上法英理事長（長岡３）からもお便りを戴きました。
その中で大変に参考となる資料を紹介いただきました。
理事長のお便りを利用させていただいてその紹介をします。
・・・・・・・・・
（前略）
例えば、当団の実情を言えば、集会は団本部の寺の本堂で、野外集会の場合でも出来れば開・閉
会の儀式は本堂ご本尊前に座って合掌礼拝し仏教賛歌、そして時に住職の話がある・・ということです
が、そした例示が並んだ時に、それがオープン団、一般的にどれだけの参考になるのでしょうか。強いて
そうした場面をつくることも出来ないし、また無理というものです。
信仰奨励章の場は決してそうしたことに限ったものではないはずです。むしろ、スカウトの集会・プロ
グラムのなかで指導者一人ひとりがプログラム活動を通じてどこでどうしたら信仰奨励の機会・接点を
もつことが出来るのか、という意識と自覚の問題に尽きるというものでしょう。
すでに、そうしたことの為に、このスカウティングにいのちを捧げていかれた先輩、先達が研究され講
究された論文（？）が存在します。
過日の全国大会の時にも数名の方々に聞いてみたことですが、こうした【明確なる信仰をもつことを
奨励する方法】を読んだことが無い、あることも知らない、初めて聞いたということでした。むしろこれを
掲載して現役指導者方々に読んでもらいたいと思うことしきりです。
大別して三つの方法があるという。その第３の方法こそ、プログラム全般を通してカリキュラムの全てを
信仰への「接点」とする、そこにこそ心してスカウティングを展開することが期待されているのです。そして
結語にあるように
スカウティングを通じて信仰に入ったと表明しているスカウトが生まれているという。それこそが純正の
スカウティングであり、True Scouting なのだと、中村知先生は私たちにご教示されています。
そうしたことを知らない、教えられていない、伝えられていないとしたら大変に残念なことです。
（後略）
・・・・・・・・・

資料

明確なる信仰をもつことを奨励する方法の研究

著者：中村 知 先生

これはスカウティング誌 昭和４２年２月～昭和４３年５月に掲載されたものです。
中村知（さとる）先生の略歴
(１８９３年２月２１日～１９７２年３月１日)
広島高等師範付属中学在学中に北条校長のＢＳ視察談を聞き生徒同志３０人と”城東
団”を結成した。京都帝大文学部史学科東洋史選科終了。大阪府立中歴史科教諭。ク
ラブ活動の一環としてスカウト部を創設。１５年間その隊長として活動。１９２９年第３回
世界ジャンボリー日本派遣団員に選ばれ国際指導者訓練コース２種類を終了。
１９３９年少年団日本連盟教務部長（指導者養成）
１９５０年日本連盟那須野野営場長。
著書 翻訳多数 作詞作曲多数
１９６４年日本連盟功労やたがらす章
１９６６年勲五等瑞宝章

例示：

”永遠のスカウト”作詞作曲
”十種野営料理の歌”作詞編曲
”ＳＦＳ”翻訳

この資料は県連ＨＰに逐次掲載します。 請う ご期待！！
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「年寄りのたわ言」

ユニフォームの記章・標章類は正しく着装されているだろうか？
県連相談役
星
服装は行動の基本であり、特にユニフォームは正しく着用しなければならない、

榮一

ご自分のユニフォームを、もう一度見直していただきたい。
左腕の標章類は正しく付いているだろうか？

所在地名章は肩山にそって、県名章はその直ぐ下に、団

号章は肩山から5ｃｍ下に、指導者腕章・役職員腕章・班長章などは肩山から１１ｃｍ下に着用するこ
とになっている。これらのことは、日本連盟の教育規定にも、スカウト手帳にも、スカウトカタログに
もきちんと記載されている。

また、左胸ポケットの上方に付ける年功章や、各種有功記章や略章の着

用も教育規定に定められている。
最近は世界環境保護バッジのパンダのワッペンは、左ポケットの上方、一番上につけることになった。
指導者自身が正し記章類の着装をし、さらにスカウトにも正しい着用の仕方を指導していただきた
い。特にビーバー・カブラリーや、ボーイラリーの際には、各隊で確認してから参加していただきた
い。ジャンボリーなどで他県のスカウトと一緒になる機会には特に注意していただきたい。
一般のズボンのウエストのひだ（タッグ）は後ろ向きになっている。ところが、日連のユニフォーム
のズボンのひだは、前向きになっている。なぜそのようなデザインかは分からない。後向きのひだのズ
ボンを穿いていると、それが日連のズボンでないことが、一目で分かってしまう。東海地方のある県連
では、日連のズボンしか正式な制服とは認めていないという。そこまで限定する必要があるかどうかだ
が。
いずれにしても、ユニフォームは正しく着用したいものである、

予告 第６回ＳＦＳ全体会議
（一泊二日紅葉狩りと美術鑑賞の小旅行）
ＳＦＳ委員会は毎年秋に全体会議を開催しています。 比較的原隊の
紅葉
事業が少ない時、季節を楽しみながら語り合おうというものです。
今
年度は下記の予定です。これから詳細準備に入りますが、各委員の
方々の予定表に 記入なさってください。よろしくお願いします。
日時： １０月２１日（金）２２日（土）
場所： 魚沼（詳細未定）
目玉： 越後のミケランジェロ石川雲蝶の彫刻観賞 （西福寺・永林寺）
紅葉・酒蔵などなど
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発団の頃を思い出して

リレー寄稿

上越第５団 団委員長

秋山 祐成

私達の団は１９５９年６月（昭和３４年）旧高田市にて「高田第５団」（現上越第５団）として今年で発団
５２年を迎えました。私も発団第一期のスカウトであり、あらためて当時の事を振り返ってみました。
ボーイスカウトの団をつくろうと動き始めた先代団委員長と仲間の皆さん。発団２年前の１９５７年の５月
５日、子供の日でした。
９人の子供（小４，５年）と３人の大人（リーダー？）が小さな旗をもって飯盒炊さんの道具を背負い、金
谷山（日本スキー発祥の地）までハイキング（遠足）。藪地を刈り、土手を利用したカマドを作り近くのお寺
で水をいただきご飯とみそ汁を作り（子供は水汲み、マキ集め）みんなで食べたおこげご飯のおいしかった
ことが忘れられません。その時初めてカマドの作り方、エンビなるものの使い方を習いました。それから２年
間をかけて仲間を集め、発隊、発団となりました。
その２年間は今日の様に裕福な時代の手前でもあり、最初はネッカチーフだけで出発し、１年後にあこ
がれのハットを手にし、次に上着を購入し、発団式にやっと制服がそろいました。スカウトは質素であるを
父兄共々地で行ったようでした。そのせいか１～５期のスカウトは制服に対しての思い入れが深かったよう
です。今は時代も変わり、入隊即制服が揃っているのが当たり前の様ですね。
スカウトは個人の明確なる信仰をもつようにと信仰の奨励がなされています。当団は発団から本部は
大谷派（東本願寺）の寺院で先代団委員長も私も住職を務めています。集会の１回は本堂で行い、お勤
め、法話を行うようにして、本山で行われる研修制度にも代表を参加させるようにしています。

私が住職を引き継いで１８年になりますが、ご法要の時のお勤めでいつからかお参りされている席から
一緒に声が聞こえることが多くなってきました。お勤めが終わり、おときの席になったりしますと、「団長、お
疲れさまでした。私は・・年にボーイスカウトにいました。今日のお勤めは自分も読めました。当時の集会
のときは足が痛くていやでしたが、最近このような席に出ると同じお勤めだとうれしくて声が出ます。あの時
聞いた怖い話や面白い話も思い出して自分の子供に話していますよ。なかなかコミュニケーションがとれ
ない中、お寺の話は聞いてくれますよ。」といったようなことが何回か続いています。成人して地元を離れ
久しぶりに帰り出会った時は私の方からはわからず恥ずかしい思いでしたが、語り合うほどにわかり合える
のもスカウトのおかげと思います。
しっかりと見る（視る）

しっかりと聞く（聴く）

しっかりと行動する

そしてそれをしっかりと伝えていく
そんなスカウトでありたいと願います。

東日本大震災の被災者のみなさまの、１日も早い復興を共々に支援申し上
げると共に、お亡くなりになられました方々のご冥福を念じ申し上げます。
次回は上越第３団 松矢光一さんにお願いします。

