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第６回ＳＦＳ全体集会　を　開催しました。

平成２３年１０月２１日（金）　１５時集合～　　２２日（土）　１４時ごろ解散

秋晴れ、秋涼の時節でしたが、残念ながら紅葉には少し早いが山々にはその気配が感じられました。会

場の「浦新」は国重要文化財の豪農『目黒邸』の駐車場の上に位置し、その全体の雰囲気の中にあり、遠路か

らの疲れを忘れる思いでありました。

今６回の参加者は下越地区２人、新潟地区５人、中越地区７人、招待者１人の計１５人になりました。

招待者は井上理事長です。ご多忙にもかかわらず今年も参加いただき二次会の遅くまで楽しい中に奥深いお

話しを伺いました。特筆したいことは十日町一団より女性２名の参加をいただいたことです。さらに嬉しいことに

お二人からはＳＦＳ委員会に入会いただけることになりました。これからももっと楽しいＳＦＳ委員会にしなくては

と思いを新たにいたしました。来年の第７回は下越地区の担当です。少し遠くなりますが、皆さまよろしくお願い

します。

大会の詳細については、すでに委員長よりご報告済みですので省略します。・・・が本当に楽しい二日間

でした。翌日の目黒邸とその資料館、石川雲蝶の作品群（西福寺、永林寺）最後に有名な小千谷にある福枡

のお蕎麦をなるほどと堪能し解散しました。のお蕎麦をなるほどと堪能し解散しました。

（中越地区西山委員と井上理事長は遅れて参加のため写真には写っていません。）

（前列最右が金沢氏です。）

訃報：          監事　金沢貞夫氏がお亡くなりになりました。

１２月２日未明、肺炎のため新潟市市民病院で逝去されました。（７４歳）

新潟第１５団団委員長・新潟地区障害児特別委員会委員長　として活躍なされました。

ご生前のご厚情に深く感謝すると共に、金沢氏の功績をしのび、謹んで哀悼の意を表します。

葬儀は近親者のみにて行い、ＳＦＳ委員会からは弔電をお送りしました。なお１２月１８日に新潟第１５

団でお別れ会を開きます。

告知： ＳＦＳ委員会としては役員２名（新潟・上越）の欠員となりますが、補充せず平成２４年３月ま

で現役員７名体制とします。



(2) 第２４号

全体集会の基調講演として池副理事長（新潟１５団）にお願いしましたが、日程の都合がとれず不参加

となりました。しかし下記のご寄稿をいただきました。感謝をこめて皆様にご報告いたします。

変革変革変革変革のスカウティングのスカウティングのスカウティングのスカウティング

ボーイスカクト新潟連盟　副理事長　池　良弘

１．新組織になって

（１）公益財団法人

　公益財団法人になり、予算の半分は組織内ではなく、一般社会のために寄与しなくては公益性があ

るとはみなされない。朝霧の日本ジャンボリーでも一般の子供を募集し、大会に参加させたのも、野外

活動検定を行い一般の方の参加を呼びかけているのもそのためでる。今後は一般参加者を登録させ2

号会員にしようと考えている。ボーイスカウト講習会は基本的に一般の成人向け訓練として門戸を開い

ている。

（２）教育本部から理事会始動　

　組織改革の前は、教育部門に関してはスカウト訓練の専門集団として教育本部会議があった。しか

し、新体制では理事会のもとスカウト教育の専門家でない者が運営し、決議している。つまり声の大きい

者に巻きこまれるのが現状である。そこには日連コミッショナー・各委員会委員長が理事を兼務してい

る。以前は理事会に気兼ねすることなく教育本部会議で自由な意見が交わされたが、決断のスピード

化を計るという理由で、理事会始動となった。

　どこでどのような決議が提案されどのように決まっていくのかが不透明である。一部の人間で組織が動

いている。世界ジャンボリーを前にして企業の寄付は期待できない、震災復興で国も予算を付けづら

い。当初40億で開催する予定が現在は20億で行うことで進んでいる。理事は金集めをしようという発想

もない。まだ経団連を頼みにしているのが現状である。アメリカが開催を肩代わりし、4年後に開催しては

と手を差し伸べてくれたが、一部の役員で断ったと聞いている。4年後であれば、復興にもめどが立ち企

業の業績も伸びるであろうに、自分達の地位があるうちに開催したいのか？会議の議題にも載らなかっ

たそうである。

（３）新理事長奥島氏の野外活動偏重主義

　奥島理事長の言うとおり、指導者訓練において野外活動を軽視したことは否めない。私も指導訓練を

企画する立場で、歯がゆい思いをしたが、鹿野さんのように外から言っていても誰も耳を傾けない。そこ

で自身が担当者になることで変えていくことしかないと考えた。今までの講習会は講義だけで終えること

ができた。それではスカウティングを言葉で「知った」だけで、楽しさを感じることはできなし、印象にも残

らない。また以前の体験型訓練はやりっぱなしで、悟れという世界であった。悟れた人は良いが、悟れ

なかった人は、その本質を理解しないまま、マネていたのである。それがスカウティングの混乱を引き起

こし、理論優先のスカウティングになってしまったのである。体験は大切だが、その体験が正しければ問

題ないが、間違った体験もそのままマネるのである。今回の改訂の柱は、ふり返りの時間を確保し、間違

いは正して学習するように訓練を組みなおした。

　野外活動は大切であるが、ハイキングやキャンプができることが大切なのではない。Ｂ－Ｐが目的

としたスカウティングは「よりよき市民を育てる」ことにある。「君が生きている間に、現在の世の

中より少しだけ良くして欲しい」と願い野外を教場とした。もし他に良いものがあればそちらを採用
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したであろう。野外は何のための手段なのか？それは、野外で五感を育て奉仕できるようになること

である。季節の変化を敏感に感じ、その変化に対応する。緑の移り変わり、草花の色の変化、風、

雨、寒さ、暑さそれぞれの変化を感じることはなぜ必要なのか？スカウトがスカウトたる所以は奉仕できる

かどうかである。それなら、「隣人が今日は少し変だ」と感じ、手を差し伸べることができるかがス

カウトに求められているのである。そのために五感を磨き、その場に合う技術（スカウトスキル）で奉仕がで

きるかにかかってきている。

　野外は神への畏敬の念を与え、信仰に導くなどと空言を言っている人がいるが、身近で困ってる人は

声を出さずに耐えているのである。それを見抜き手を差し伸べることがスカウトに求められているのであ

る。

　カブの研修所で杉原氏が私のノートに書いてくれた言葉は「スカウティングを導くものは愛　スカウティ

ングを支えているものは技術　そしてスカウティングを豊にしてくれるものは　感謝の心である」

２．運動の本質は

（１）スカウトのプログラムと指導者養成

私は4年生のときに旧新潟第3団に入団した。スカウトとプログラムだけしかないところでスカウティングをし

ていた。入団した頃は隊長も上級班長もおり50人を超えるボーイ隊で、カブ隊はなかった。しかし、小6

年から隊長が隊集会に来なくなり、上級班長が隊長代わりをしていた。集会場であった幼稚園を出る頃

になるとわれわれ班長だけで隊集会を開いていた。弁天公園のステージ集会を開いていると警察官から

職務質問を受けることもあった。隊費は毎月上級班長から隊長になった方に届けるが、何に使われてい

るのか？不審に思った親達が上級班長宅で返金してもらった。途中から無登録のままスカウトだけで活動

していた総勢20人、花園教会で発団する話を聴き、隊長には言わずスカウトだけで転団した。その時

山田神父様や田村隊長が親身になってわれわれを受け入れてくれたのである。この運動の余計な部分

をそぎ落とすと、スカウトとプログラムしかない。そして成人指導者のサポートなしではできない。ちかいお

きての実践は正しいスカウト活動をしていればその中に組み込まれている。プログラムと情熱ある指導者

でこの運動の発展は決まってくる。

（２）進歩制度の三つの失敗

・宗教を進歩科目に入れたのが間違い

　本来信仰は自由なはず。しかし進歩制度の中に入れたことで、道具としての信仰に成り下がったので

ある。スカウティングは新興宗教と変わりないのかもしれない。

　ある大学生が入学時にきれいな女子大生に誘われ、テニス部に入った。半年はテニスを楽しくしていた

が、その後、集会があるので参加して欲しいとその女性から誘われる。そこは新興宗教の集会であった。

　スカウティングにおける信仰は大切ではあるが、富士を目指す頃になると宗教章を取らないといけない

と思っている人がいる。これは大学のテニスクラブと同じである。スカウトは自身の宗教とは関係なく簡単

な研修で取得できる宗派を選ぶ。本来の宗教章は進歩科目とは別に扱い、指導者も取得すべきものとし

て位置づけなくてはならない。

　また本来進歩課目は隊長の認定を受けるもの。団委員長は教育を任した隊長を差し置いて、直接指

導に関わってはいけないのである。それは認証と認定を吐き違えている行為である。
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・ベンチャー進歩制度の矛盾

　今回のベンチャー進歩制度改訂でスカウト自身の活動でなくなった。ベンチャーはプロジェクトを通し

て社会に旅立つ準備をする。企画→実施→評価（チェック）→アクションプランのサイクルを訓練するが、

隼章では隊長が指定する探検旅行・パイオニアリングが入ったことで、その芽を摘んでしまうことになる。

最低なのは宗教章を持っているのに信仰奨励章を修得しなくてはならないことである。

　また、ＢＳは1級を取らずに2級のままベンチャー章に挑戦したほうが、半年早く富士になれる。

・心を育てない研修システム

　昔は技能中心の指導者養成が「何のため、誰のため」と称して理論中心の指導者養成に変わった。そ

こにはたいせつな心構えが育っていなかった。その心構えとは何なのか？それは情熱である。提供する

側のトレーナーが熱い思いを伝えていないことに大きな欠点があるのではないだろうか？企業のシステマ

チックな教育システムを導入するものが増え、あたかも最新の教育を行ってるかのように錯覚しているので

ある。スカウトを支えるには泥臭いスカウトスキルと泥臭い情熱　この2つを伝えなくてはならない。

（３）インサービスサポートの考え方

　現在改革中の指導者訓練はインサービスサポートである。隊長が任期中に受けられる支援のことであ

る。これは指導者訓練だけではなく全ての支援のことを指している（アダルトリソーシスポリシーに基づい

ている）。もともと団がサポートの最小単位ではあるが、1個団だけでできないものは地区で、地区ででき

ないものは県で、県でできないものは連盟でと言う考え方である。全ての組織は隊指導者のため支援す

るために組織されているのである。

　指導者教育の最小単位も団である。以前は集合訓練を終わればサポートはできたものと考えられてい

たが、本来サポートとは隊長が求めたときに提供されなくてはならない。その意味ではコミッショナーの

支援が多くなる。

　全国県コミ集会ではインサービスサポートを良いことだと受け入れているが、誰一人自分がそれをしな

くてはならないという意識に立っていない。つまり他人事、指導者養成をするトレーナーの問題だと錯覚

している。指導者訓練の最終責任は団委員長でありコミッションナーであることを自覚して欲しい。

３．団の自己改善能力が運動のキーポイント

（１）団委員長が互選なわけ

　団委員長は育成会の選挙で選ばれているのではなく、団委員の相互の同意の下、代表として選ばれ

ている。団委員会は団のマネージメントを行う場であり。団会議は各隊の教育に関わる調整の場である。

これを一緒に行っている団は、隊長の背負っているリックサックの中に漬物石を入れてやってるようなもの

である。スカウト募集、団行事、進歩の認証（認定は隊長）財産管理、指導者人事、指導者教育等々これ

らの中身まで隊指導者に背負わせようとしているのである。これでは指導者はスカウト教育に専念できな

い。

　といって団委員長が一人で行うことでもない。団委員は応分な責務を果たす必要があり、団委員長は

隊とのパイプ役として団委員に対する説明義務がある。それが選挙ではなく互選としている意味である。

もちろん団委員長は団を代表する人物であるが、それは団委員も相互に責任を負っているという意味で

ある。
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（２）団委員長の意識が指導者をバックアップする

　団委員会の役割は隊長たちをバックアップする組織であることはいうまでもない。「私の代わりにスカウト

の面倒を見てくれて、ありがとう。」という謙虚な気持ちではなく、ただ一家の主として威張り、わけもわか

らずＢ－Ｐスピリットを唱えている団員長がいるが、そんな団委員長は隊指導者に受け入れられるはずが

ない。

　団は隊のサポートをするための組織であり、団で解決できないことは県連へ提言できる。なぜなら団は

県連総会で1票を有しているからである。今年はＣＳ隊長が代わったので研修所を開設して欲しい。ＢＳ隊

でスカウトが少なくなったので、班競点ができる集会を開催してほしい。と言えるのは団であり、県連が勝

手に決めることではないのである。しかし、県連総会で１つ１つ挙げていては総会にならないので、地区

でまとめ、県連に対し委員会に要望を出すのである。また県連でできないことは日連へというのがスカウト

運動の組織である。団は隊に「ああしろ。こうしろ。」ではなく「何か困ってることはないか？手伝うことはな

いか？」と団会議で御用聞きをしなくてはならない立場である。問題が起きたら団委員会で対策を考え、

隊長の盾となって外からの強風を受け守ってこそ団委員長なのである。

　団は自分の私物ではない。団がしっかりその役割を果たすことで、隊長はスカウト教育に専念できるの

である。

　団が変わらなくては隊は変わらない。隊が変わらなくてはスカウトは変わらない。 以上

スカウトのスカウトのスカウトのスカウトの進歩進歩進歩進歩をををを促促促促そうそうそうそう

県連相談役県連相談役県連相談役県連相談役　　　　　　　　星星星星　　　　　　　　榮一榮一榮一榮一

　最近スカウトの進歩に無関心な隊長がみうけられるようである。スカウトがほとんど進歩していない隊があ

る。進歩制はボーイスカウト活動の重要な柱である。隊指導者はスカウトに進歩をうながす指導をしていた

だきたい。

　隊のプログラムを進歩課目に合わせることは当然であるが、常々スカウトに刺激を与え、スカウトにバッヂ

取得の喜びを経験させ、隊全体の雰囲気をそのように仕向けることが大切であると思う。

　何年間も菊スカウトが出ていない隊があることは、不思議だ。年間を通じて活動していれば、自然と１級

スカウトにはなれ、少し努力すれば菊スカウトにもなれる筈です。

　ビーバースカウトやカブスカウトにもバッヂの取得を進めるべきだと思います。バッヂ取得の喜びを知っ

たスカウトは必ず上進してくれると思います。

　そして、毎年どこの隊からも菊スカウトが生まれ、どこの地区からも富士スカウトが誕生してくれることを

願っております。

年寄りのたわごと
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今年度新たに組織された新潟連盟国際委員会の委員長に岡本学氏が就任されま

した。事務局長として活躍されたのでご存じの方も多いのですが、近況報告を兼ね

てお願いしたところボーイスカウト運動への思いをお届けいただきました。

ボーイスカウト運動は素晴らしい

国際委員長　　岡本　学（豊栄２）

（敬和学園大学人文学部国際文化学科在学中）

　ＳＦＳの皆さんこんにちは、私は今、学生としてキャンパス生活を送っているところです。新潟連盟の事務

局を離れしばらく経ちますが、事務局在籍中には、皆様方には大変お世話になりましたことを感謝申し上

げます。

　さて、日本のボーイスカウト運動への加盟員数は、残念ながら年々右下がりの傾向を示し、その人数の

増える様子が見られません。新潟連盟の加盟員数にしても同様の傾向が見られます。青少年に対する社

会運動の一つとして、その目的もはっきりしており、過去からのその経験者が、二億人を超えるほどの世界

的な運動です。このボーイスカウト運動を経験し、各分野で活躍し功績を残した私たちの先輩は世界中に

たくさんおります。

　世界的に見ても加盟員は減少傾向にありますが、日本の場合、取り巻く環境と時代の変化と共に特に

加盟員の減少が見られ、巷でのスカウト運動に対する認識も低下する方向にあります。”ちかいとおきて”

を元に日夜努力しているスカウト数が減少傾向にあることと、この運動の持つ本当の良さを知ってもらう機

会が少ないことを大変残念に思っております、

　イギリス国内はもとより、かつて、イギリスの植民地であったインドなどを含め、アメリカ、ヨーロッパ、そし

て、関係のあったオーストラリア、ニュージーランドでは一般社会の中でのボーイスカウト運動に対する認て、関係のあったオーストラリア、ニュージーランドでは一般社会の中でのボーイスカウト運動に対する認

識とその受けとめ方は少し違っているようです。

　大英帝国として君臨し、七つの海を支配し産業革命により栄華を誇ったビクトリア王朝時代、パブリック

スクールやケンブリッジやオックスフォード大学での教育の中心としては、リベラルアーツ教育、すなはち物

理化学や外国語、文学、美術や音楽などの幅広い知識と強靭な身体、そして、寄宿舎生活におけるチー

ムワークが重要と教えられていました。授業での徹底的な議論や厳しい試験、ラグビーやフットボールで

フェアプレーとチームワークを学ぶ、キリスト教を学び信仰心を深め奉仕の精神を学ぶ。卒業後、どんな辺

地に一人で行っても、強力な精神力と学んだ知識、鍛えた体力を持って異なる環境にも負けず現地を治

める。そのような人材が求められ、そして、国を挙げて育てようとしていました。

　これは、スカウティングの基本となっている”ちかい”に色濃く残っていると思っています。「神と国とに誠

を尽くし、おきてを守ります」・「いつも他の人々をたすけます」・「体を強くし心をすこやかに徳を養います」

です。

　これらの基本的精神をイギリスの学校生活（パブリックスクール）の中でベーデン・パウエルは当時学ん

でいました。ベーデン・パウエルは、軍人となるべく陸軍士官学校入りしますが、今でもこの精神は伝統的

にケンブリッジやオックスフォード大学などに流れているものです。ボーイスカウト運動での”ちかい”につ

いては、運動の根源と為すものであり、きわめて重要なものです。イギリスなどキリスト教文化を底辺に持つ

社会の中では、りっぱな人材を育成するこの考え方は人々に広く支持され、やがて世界に広がっていきま

した。

　ベーデン・パウエルは、スカウティングはゲームであると言っています。スカウト活動をゲームに見立て、

活動を通して楽しみながら基本的精神を学ぼうとしたものです。

　このように立派な市民となるべくスカウト運動があることを、”ちかい”の意味を含めて、ぜひ多くの皆さん

に知ってもらえるよう努力したいと思っております。



第２４号 （７）

軟着陸を目指して

柏崎第２団団委員長　　横　田　雅　典

　近年、柏崎（旧柏崎地区）におけるボーイスカウト活動が、一気に尻すぼみになってきた。

　第３団が休団して久しいが、２年前に第１団が休団し、今年からは第５団が休団となり、残りは第２団と第４団

の２箇団となった。かつて８箇団を有し、県連事務局を預かっていたこともある柏崎としては、なんともさびしい

限りである。

　私が所属する柏崎第２団は、昭和３１年４月の発団で、昭和３１年生まれの私と同い年になる。以前の第８団

が第２団として復活したと聞いたこともあるが、残念ながら真偽のほどは定かではない。

　柏崎では、私が東京から戻ってきた昭和５４年にボーイスカウト・ガールスカウト柏崎地区の第１回合同キャ

ンプを開催し、以降おおむね４年ごとに実施してきたが、平成１３年の第６回を開催したあと、１０年ほど開催で

きずにいる。ガールスカウト新潟県第１団は、ママさんリーダーを上手に取り込みながら、活動を続けている。し

かし、ボーイスカウトは、どの団もリーダーの新陳代謝ができないまま、１０年間を過ごしてきてしまった。（本当

はもっと前から変わっていない。）

　何年か前、柏崎でボーイスカウト活動を続けるために、東村山第６団方式を各団のリーダーに示したことが

あった。東京の東村山市（柏崎市の姉妹都市）にあった複数の団が活動存続のために合併し、第６団を新設し

たというものである。柏崎でもそのくらいのことをしないとボーイスカウトが全滅してしまうとの思いからであった

が、残念ながら母体の違う団同士の合併は難しく、正式な話にはならなかった。

　さて、そうなると「自団の活動を続けるためにどうするか」なのであるが…。

　当団の現状は、端的に言えば「スカウトはいるが、リーダーがいない」ということ。スカウトは、細々とではある

が、ほぼ市内全域から口コミで入団してくる。

　一方、リーダーはというと、未だに５０歳代が第一線でスカウトの相手をしている状況である。若手リーダーが

いないわけではない。登録もしている。しかし、リーダーとして責任を持ってスカウトに相対そうという者がいな

いのである。すべて自分の用事が優先で、自分の時間の何割かでもボーイスカウト活動に割こうという気が見

て取れない。彼らは、都合が付くときにお手伝いはするが、責任を持つということをしたくないらしい。

　私はというと、いつの間にか定年が見えてきて、あと５年ほどとなった。さすがに５０歳を過ぎてからスカウトと

一緒に活動するのが、非常につらくなっている。とても一緒にゲームはできないし、口だけで指示することも増

えた。

　３人いる５０歳代のリーダーも社会的立場上公私に忙しく、時に１人で全部門のスカウトの面倒を見る集会が

増え始めているのだが、そんな当団の状況を省みたとき、このままボーイスカウト柏崎第２団を続けることは、ス

カウト達に対して非常に失礼にあたるのではないかと思うようになった。

　現状のまま進めば、ある時突然に、スカウトたちへ何の前触れもなく、休団になってしまうのではないか？「ご

めんね。毎週活動できるリーダーがいないんだ」で許されるのか？

　今春から、現小学１年生以下の新入団スカウトを取っていない。若手リーダーが本気で活動をやる気になら

ない限り、今小学２年のビーバースカウトを団として最後のスカウトにしようと思っている。

　「定年後は直接スカウトの指導に当たらない」とリーダー達に宣言した。そして、今在籍する子ども達は日本

ジャンボリーに連れて行くまで面倒を見るとも言ってある。

　目指すところは、責任を持った軟着陸である。 （了）

次回は　阿賀野一団　佐藤巌氏にお願いします。

リレーリレーリレーリレー寄稿寄稿寄稿寄稿



（8） 第２４号

ＶＳＶＳＶＳＶＳ部門進歩制度改定部門進歩制度改定部門進歩制度改定部門進歩制度改定にににに際際際際してしてしてして

信仰奨励章信仰奨励章信仰奨励章信仰奨励章をををを考考考考えるえるえるえる

　　（県連からの情報及び１０月２７日東三条での説明会において戴いた資料や説明をもと

　　に、信仰奨励章への取り組みについて考えてみます。）

ＢＳ ターゲットバッジ課目のＧ群［社会生活］に信仰奨励章が新たに追加される。

ＶＳ 新たに隼スカウト課程が追加され、下記の３段階の進歩課程となる。

【ベンチャースカウト】→【隼スカウト】→【富士スカウト】

ベンチャー章課題　／　信仰：信仰奨励章を取得するか、またはその取得に努力をする。

隼章課題　／　信仰：信仰奨励章を取得する。

富士章課題　／　信仰：宗教章を取得するか、またはその取得に努力をする。

ベンチャーハンドブックの前文でＢ-Ｐのラストメッセージを強調した。

以上が信仰奨励章に関係する改定内容のようです。

　ボーイスカウト運動はＢ-Ｐの堅いキリスト教信仰を基盤として成り立っており、現在はすべての宗教に対

して成立する運動であるとされています。日本連盟でも、教育規定第１章（一般原則）、第７章（教育の方

法）にＢＶＳからＶＳの全課程において神（仏）を敬う、とか、信仰を深めるとかの文言が入っています。しか

し、現実の活動としてなかなか手についていないのが実情ではないでしょうか。

　従来、初級以上のＢＳは信仰奨励章を取得できるという規定はあるものの、ターゲットバッジの課目に含

まれていなかったため、スカウト・リーダー共に意識することが少なかったのではないかと思います。唯一

つターゲット課目Ａ群［スカウト精神］でＢ-Ｐについて学ぶことのみでした。つターゲット課目Ａ群［スカウト精神］でＢ-Ｐについて学ぶことのみでした。

　今回、ターゲットバッジ課目に加えられたことにより、信仰奨励章が広く認識されることになるのではな

いかと期待されます。

　本号にご寄稿戴いた池副理事長の見解に同じく、宗教章を義務化することには問題があるように思いま

す。しかし信仰奨励章をＢＳ課程に明確に導入したことは歓迎すべきことだと思います。日本のＢＳが変わ

るきっかけになるのではとも思います。

　これを機に、県連として信仰奨励章への取り組み方を研究されることそして各団が積極的に取り組まれ

ることを期待します。

　更に、信仰ということになるとＳＦＳ委員諸氏の出番でなないかという思いも強くもちます。これからの日

本の国造りに役立つ青年を送り出すために、利他の心を共に学んでいこうではありませんか。

おおおお知知知知らせらせらせらせ

前々号でお知らせした、下記資料は年明けには県連ＨＰで閲覧可能になります。

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

ＳＦＳＳＦＳＳＦＳＳＦＳ委員会役員改選委員会役員改選委員会役員改選委員会役員改選についてについてについてについて

立候補期間（１１／２０－３０）を過ぎましたが、自薦他薦いずれもありませんでした。今後は役員会におい

て推薦をさせていただくことといたしました。具体的には、皆様皆様皆様皆様におにおにおにお声掛声掛声掛声掛けをさせていただきますけをさせていただきますけをさせていただきますけをさせていただきます。。。。

そのそのそのその折折折折はごはごはごはご協力協力協力協力よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。


