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WB研修所（ＢＳ） 5/3-5五頭

（１）世界ジャンボリー報告 安全セミナー 6/12大畑

ホームステイも含めジャンボリー活動状況の ゴールデンアロー 4/23-24みつき沢

報告が関川派遣団長よりありました。詳細な ＢＳラリー 6/26下越真木山公園

活動報告書が完成し各団に配布済みです。 ＢＶＳ・ＣＳラリー 9/11中越

お世話いただいた皆様方に感謝いたしま 県連倉庫雪囲い 11/6

す。 糸魚川第一団

（２）指導者養成委員会 発団50周年記念フォーラムを実施す

今年度、残る研修は る。県連後援事業。

3/6 屋内プログラム研修隊（長岡） （後日ご寄稿戴けることになりました）

3/26-27　救急法講習会（新潟市）

（３）進歩委員会

今年度「菊」「隼」［富士］の申請は無かっ

た。・・・残念！！！！！ 1月１７日　　新潟クロスパル

来年度は①1級スカウトの育成と②信仰 ＳＦＳ通信発行予定

奨励項目の実践を目標にしたい。 ＃４２号 ７月

（４）登録事務 ＃４３号 ９月

3月中旬が締め切りです！！ ＃４４号 １２月

登録費・・県連盟費　１５００円／人 ＃４５号 ３月

　　２０００円／隊 全体集会

スカウト用品の送料・・・一律６００円 １０月週日に下越地区で実施

（５）登録状況（日連報告） ＢＳラリー  ＢＶＳ・ＣＳラリーでのＰＲ活動

増加県なし。前年度比93％　新潟は94％

最高でも山形の98％

平成27年末で全国114700人、新潟860人 会員諸氏の参加をお願いします。
各団真剣な努力が必要です。

（６）来年度予定

理事会 4/3新潟 　　6/5中越（総会） 6月26日（日）

10/2長岡 　 1/15新潟 新発田市真木山公園

ＢＳ講習会 4/10下越  10/2中越 ナビ情報：新発田市豊浦公民館

11/12新潟 ０２５４－２２－２０８１

コミッショナー研修所 10/8-10五頭 ＢＳラリー見学

野外ＰＲ研修隊 10/22-23五頭 旧友との回顧はなし

屋内ＰＲ研修隊 3/5大畑 ＢＳ活動のＰＲ

救急法 3/25-26大畑
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1/30、新潟市西区メイワサンピアでスカウトを減らさないための広報講座が開催されました。(参加は１２団２２名）これで4回目

ですが登録数の減少に歯止めがかかっていません。研修成果を現実のものにしなくてはなりません。

講師は日連理事広報委員会副委員長であり、原隊は東京連盟豊島第一団団委員として団勢回復に貢献されました。

豊島第一団　団委員　前崎　信博　氏

(1)豊島第一団の実態 いる。

一学年80名（男女半々）のうち男子20名がＣＳ 組旗：組長が自宅保管している。が、いやがる

隊に入隊、ＢＳ隊への上進は10名、ＶＳへは数 スカウトが多い。組旗の重要性や管理すること

名。現在は１１１名だが30名まで減少していた。 も組長自身の訓練という説明をして理解を得

隊長・副長は大学生、デンシスターは高校生。 た。

奉仕：人格、健康、技能、奉仕は四本柱。団と

(2)最も大切なこととして しての奉仕は募金と近郊のゴミ拾い。家庭で

保護者への情報提供を始めた の奉仕を重要視している。

隊長は対スカウトに専念している。団委員とし 家でのお手伝い：必須事項としてお願いして

て活動を見守り父兄との対話を行っていたが、 いる。特に新聞の紐縛りは結索法の訓練でも

不十分と感じ保護者説明会を年一回開催し ある。保護者のお礼は大切な励まし。

た。その場で一部の父兄との情報交換の内容 不安：遠慮なく申し出て欲しい。基本的には対

や新たな質疑応答、更に団としての活動方針 応する。食のアレルギーについては弱いもの

の説明等を行った。 に全体が合わせて行くという姿勢。

いじめ：絶太に許さない。何か感じたら指導者

(3)以下、話し合った事例の紹介 に話してください。

基本的には：子どもが幸せになるための技能 隊長に叱られた：子どもから「・・・嫌なことを言

や生き方を与えたいと思っている。仲間が幸せ われた」とかで保護者から電話をもらうことがあ

になることは自分の幸せと繋がっていること。 る。その時は「指導者と話し合います。但し私

連絡網について：スカウト同士の連絡と隊長⇒ は先ず最初に良く叱ってくれたと隊長に言い

保護者連絡を併用する。５Ｗ１Ｈの連絡訓練 ます」

は必ず子どもたちの役に立つから、見守って 資金つくり：バザーを開催。これは異学年保護

ほしい。あくまでスカウト同士の連絡が主であ 者の交流の場となった。

る。 土曜日：保護者から要望があった。保育所で

参加率：部活で参加できないのはやむを得な はないのですが。指導者役の大学生と相談し

い。むしろ主将になれるよう頑張れと励ます。 たら午後ならということになり実施している。

ＢＳのみがＢＳ活動ではない。部活で技能章を デンシスター：女子高校生に奉仕活動として

取れる。 お願いしている。デンシスターの活動が終わっ

舎・野営の準備：本人の隊長は指導者にはわ たら保護者にこれから帰宅しますとの電話を入

からない。本人の隊長と準備は家庭の責任。 れ、且つデンシスターにそのことを報告してい

活動場所の情報は家庭でも把握できる。保護 る。しっかり管理しているということが学校や保

者とスカウトが良く話しあうことが大切。保護者 護者に理解されればこれもＰＲ。

から指導者に持ち物を聞かれても答えない。 ＢＳ：ＢＳ⇒ＶＳとなるたびに成長に寄与する。

勿論活動に必要な持ち物はリストにして示し 辞めて行くのは非常に残念。

ている。荷造りは絶対に本人にやらせてほし 恥：恥は家庭の中でかけ。隊の中ではかくな。

い。 恥は心に残り積み重なると人格に影響する。

安全：現地の下見の状況を保護者に連絡して その為には準備は家庭でしっかりやること。
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保護者、特に母親の指導：野営（講師は幕営 講師から団運営研究集会に用いてはと話し合いの進め方

と言われた）ではサイト設計図・炊事計画書、 の冊子をいただいた。各団に於いて自団の改善に利用し

幕営報告書など多くの作業がある。これは生 て戴きたい。2日目の午前、新潟15団より団委員会改善の

活力の高い母親にとっても指導できる内容が 事例報告がありました。以下、星委員長のレポートをお読

多い。 みください。

健康・便秘：野営では排泄は重要。早起き→

軽作業（例　荷造りの点検）→排便の順序を家 ①新潟１５団　五十嵐団委員長が報告されまし

庭で習慣化して欲しい。 た。ポイントは団委員実修所（Ｈ２５）に3名が

制服：記章類は正確につける。付ける場所は 同時に入所されたことと、団委員会総勢8人の

スカウト指定。裁縫はスカウトにできない時は うち7人が元各隊隊長で残るお一人は元スカ

保護者にお願いしている。 ウト保護者で会計監査担当。素晴らしく実務的

インセンティブ：国際交流・海外派遣はスカウト な構成です。そして取り組んだのが役割分

のみならず保護者にとっても有効のようだ。情 担、スーパーマンはいらない。これにより諸々

報提供をしている。 の改善が可能となった。団が組織として機能

デジタル機器：アナログを前提としつつデジタ するようになったという事です。

ルを使いこなすという立場をとっている。電源 ②改善内容は以下の通りです。（一部）

切れたら終わりということは無いようにする。 (ｲ)団委員の役割分担：総責任者、その補助・

指導者養成・会計・監査・安全・登録・地区

ＶＳ：富士を狙えと言っている。富士スカウト：富 →負担軽減し積極的な参加となった。

士スカウトに企業の門戸が開いているというの (ﾛ)団会議と団委員会の分離：→団委員会とし

は２０年前のこと。現在はそのようなことは無 て十分な審議ができる。

い。ＢＳを支える有力企業人がいなくなったこと (ﾊ)団委員会として年間プログラム承認会を開

と、富士スカウト自身への評価が十分でないこ 催する。→隊長任せではなくなった。

とによるもの。我々自身の問題と受け止めなけ (ﾆ)地区・県連との共動を強めた：→自団の活

ればならない。 動に好影響があった。

大学生：大学生が指導者としてＢＳ活動に参 (ﾎ)団委員研修に参加した：→指導者が研修

加することはご本人にとって非常に有効であ の必要性を認識するようになった。

る。ＢＳ活動はＰＤＣＡの活動でもある。（この研 (ﾍ)地域との連携を強めた：→社会福祉協議

修に長岡技術大学のローバー2名が参加。 会（共同募金）、顧問議員（保護者へのアピー

ローバー隊を結成し、登録も予定している。） ル力）

(ﾄ)団行事を充実させ保護者との交流を増や

＜報告者感想＞ す。→育成会総会、夏祭り、芋煮会、餅つき。

保護者に対してＰＲせよとの指導を受けた。 ③団紹介用パンフレットを見せて戴いたが、か

「私たちの顧客は保護者である」と考えている なり立派な内容でしかも100部５０００円でした。

私にとってはわが意を得たりとの思いがした。 パンフレットトはＡ－４　８頁　オールカラー

そのための保護者説明会であった。中条第一 以前配布されたＤＶＤ（ＢＳ広報キット）の写

団としては、今まで行事説明会しか行ってこな 真・ロゴ等を活用しています。

かったことを反省した。ＢＳとしてどの様な思い ④技術科学大学の学生がローバー隊をつくり

でスカウトに向き合っているのか・・を保護者に たいとこの会に参加していました。僕（星）も昭

も知ってもらい、保護者の不安や要望も伺わね 和53年頃、聖マリアンナ医科大学で川崎５1団

ばと思った。要は、家庭を巻きこむことであ ローバー隊を立ち上げた経験があるのでしっ

る！！ かり協力したいと思っています。

豊島第一団の広報のためのブログ　　http://blog.livedoor.jp/boyscouts_g/archives/2015-04.html
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　ＮＨＫの教育ＴＶでＴＥＤという番組があります。毎週見ていますが是非皆さんにもお伝えしたいと思った日がありました。少し

長いですが読んでみてください。　講演者は　リンダ・クライアット＝ウェイコン。　　フィラデルフィアの高等学校の校長です。

Ｈｏｗ　ｔｏ　ｆｉｘ　ａ　ｂｒｏｋｅｎ　ｓｃｈｏｏｌ？Ｌｅａｄ　ｆｅａｒｌｅｓｓｌｙ，ｌｏｖｅ　ｈａｒｄ！

　崩壊した学校をどのようにして立て直すか？　　勇敢にリードし　とことん愛しよう！

　２００２．１１．１　私が初めて校長になった日、場所は馴 　学校がどうなるか、ならないかは校長次第だと思う。私は

染みのあるフィラデルフィア。私自身その学区出身。そし 校長、つまりリードしないといけないんだ。私は自分の仕事

て20年間特殊学級の先生をした。ノースフィラデルフィア を誰かに振ったりしない。どんな問題にも恐れず取り組

の低学力の学校でね。その辺りは治安が悪く貧困率が極 む。好かれなくても別にいい。リーダーは１人では成立しな

めて高い。それで着任当日、女子生徒たちがいきなり大 い。だから私は仲間を集めチームを組んだ。そして地道な

喧嘩。すぐに事態を収拾し、それから講堂で全校集会を 取り組みをした。ロッカーの暗証番号を再設定し、安全な

行って私が新しい校長だと存在をアピール。私は怒ってい ロッカーを生徒に提供した。学校中の掲示板は装飾や前

た。少し緊張をしていた。生徒達に方向性を示さなきゃい 向きのメッセージ、入口のチェーンを外した。電球を交換

けない。私は力強く話し始めた。彼らがどう振る舞うべき した。全教室を徹底的に掃除し、不要な教科書をリサイク

か、学校でどんなことを学ぶべきか。すると突然、講堂の一 ルに出し、古くなった道具や家具などもどんどん処分し

番後ろの方にいた女子が立ち上ってこう言った。「先生！ た。それからもちろん根本的な改革、学校予算の見直しを

先生！」目が合った。そして彼女は言った。「ここは学校な 行い、教師やスタッフを増員できるように調整した。学校の

んかじゃない」このアシュリーという女の子は絶妙に表現し スケジュールを一から作り直した。多様な始業・終業時

た。私が昔思ったけどうまく表現できなかったこと。私がこ 間、補修・優等生クラス、課外活動、個別相談、すべて学

の地域の学校に通っていた頃抱いた感情をね。あの学校 校の時間内にね。それから警備プランを作成。スタッフや

は学校なんかじゃなかった。 警官がどこにいるべきか、きちんと決めた。私たちも常に校

　今話したエピソードの10年後、２０１２年私は校長として３ 内を監視。そして一番良かったのは、"風紀を取り締まるプ

つ目の学校に赴任、私が4年間で４人目の校長、そんな学 ログラム”。その名も"交渉の余地のないルール”、良い振

校。成績の悪い、危険な学校と言われていた。テストの点 舞いができるように導くプログラム。その結果私が校長に

が悪い、凶器やドラッグの所持、暴行・逮捕が実に多い。こ なったその年、「常に危険な学校リスト」から外れた。それ

の学校の入り口のドアがチェーンでブロックされているのを まで５年連続で載っていたがもう違う。リーダーは不可能を

見た時、頭の中でアシュリーの声がした。「先生！先生！ 可能にする。

ここは学校なんかじゃない」 　二つ目のスローガン 　Ｓｏ　ｗｈａｔ？　Ｎｏｗ　ｗｈａｔ？

　中に入ると廊下は薄暗い。教室には壊れた机などが放 Ｗｈａｔ　ａｒｅ　we　ｇｏｉｎｇ　ｔｏ　ｄｏ　ａｂｏｕｔ　ｔｈａｔ？

置されている。それと未使用の教材が沢山ある。学校なん ＜だから何　さあどうするの＞

かじゃない。授業中教室は空っぽに近い。生徒が全然い 　データーを見て話していると、その情報を言い訳にする

ない。生徒たちは怯えている。教室で何か起きるかもしれ ことができてしまう。うちは毎日学校に来るのは生徒の６

ない・・と。カフェテリアでもいじめがしばしば起こる。喧嘩、 ８％、１００％が貧しい暮らし、教育熱心な親は１％、ひとり

いじめが頻発する所。ここは学校なんかじゃない。そして 親家庭の子がとても多い。生徒の３９％は特別な支援が必

教師たちは自分の身を守ることに必死。生徒を伸ばそうと 要。そして数学がちゃんとできる生徒は６％、文学(読み書

言う気持ちが無い。しかも学校の崩壊に加担していること き）ができる生徒は１０％。家庭環境や成績がひどいという

に無自覚。それが一番の問題なんだ。アシュリーは正し ことは良くわかった。でも私は言う。「だから何？さあ　どう

かった。そしてあの学校だけではない。貧困層の子が通う するの」言い訳をなくすのが私の最も重要な仕事。そして

学校の多くは学校として機能していないんだ。でも変えら 私たちは教育改善を図った。学校をちゃんとした学びの

れる。うちの学校での取り組みを紹介します。 場にする。教師たちは何を教えればいいかは分かってい

　私はスローガンを作ることで有名なんです。今日は学校 たけど、いろんな学力の子にどう教えればいいか分かって

改革を行う上で極めて重要な三つを使います。 いなかった。そこで私たちは授業のやり方を変えた。少人

　一つ目：　If you are going to lead    "lead” 数制の授業を実施。これなら生徒一人一人に合わせた指

＜リーダーなら　リードせよ＞ 導が出来る。そしてこれを一年間やってどうなったかという
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とテストの点が上がった。数学１７１％ 文学１０７％。未だ 　それから困難な課題に直面した時はこう自問すること。

先は長いけど、私たちは＜だから何 さあ どうするの＞と ＜だから何  さあどうするの＞

いう姿勢でやっていく。 これを忘れてはならない。＜とことん愛せ＞生徒たちは

三つ目のスローガン まだ子供なんだ。世間の偏見のせいで気後れしている子

If nobody told you they loved you today, も多い。私たちは世間が何と言おうと常に彼らに希望を与

Remember I Do and I always do. えること、じっくり接すること、彼らの可能性を信じること、彼

＜とことん愛せ＞ らに期待を掛けること、そしてこう言い続けること。

生徒たちは大変なんだ。社会的、感情的、経済的な問 ＜私はいつもあたなを愛している＞

題を抱えている。子供をもつ生徒もいれば、身寄りのない

生徒も。私がどうやって学校をどんどん良くしているか教え

ましょう。大事なのは生徒を愛し、彼らの可能性を無条件 [2016. 2. 10  NHK E-TV]

に信じること。彼ら皆、きっと立派な大人になれる。私は彼 スーパープレゼンテーション

らに共感できる。私も子供のころ貧しかった。学校なんか （毎水曜日  22:25～22:50)

じゃない学校、その気持ちよくわかる。いつか貧困から抜

け出せるのだろうか・・・その不安良くわかる。私は素晴らし 如何でしたでしょうか。

い母のお陰で貧しい生活をしながらも夢をいだくことが出 米国格差社会の一端をあらためて感じました。

来た。私は生徒たちが夢に向かっていけるように後押しし ウェイコン校長（女性 1961年生）のバイタリティーも。

たい。その為には彼らとのふれ合いが必要。それで私・・・ 彼女が学校再生に掲げた三つのスローガンは、私たち

毎日カフェテリア担当。そして生徒たちとプライベートな話 ＢＳ再生にもあてはまるものだと思います。

をする。誕生日の子に「ハッビーバースデイ」を歌ってあ ＜リ－ダ なら リードせよ＞

げる。音痴だけど。「私はど下手なのに何で私に歌ってほ ＜だから何 さあどうするの＞

しいの？」生徒たちは「特別な気分を味わえるから」と。月 ＜とことん愛せ＞

に一回行う集会では生徒たちの意見を聞く。そして彼らの ・If you are going to lead  "lead”

思いを把握する。彼らはいろいろ言う。ルールに従う必要 ・So what ? Now what ?

ある？なんで好きなことだけやっちゃいけないワケ？こうし 　　What are we going to do about that ?

た疑問一つ一つにきちんと答える。このやり取りがあるか ・If nodody told you they loved you today,

らお互いにわかり合える。全ての瞬間が教育のチャンス。     Remember I Do and I always do.

私へのご褒美もある。厳しい校長だからこそ生徒たちから 英語で聞いた方が力強さを感じたので、英文も付け加えま

尊敬される。そしてこの関係があるから一緒にいろいろ達 した。

成できる。生徒は分かってくれている。私が彼らに望むこ

と。校内放送で毎日言いますしね。何が大切か毎日言う。 ＜リーダ なら リードせよ＞

集中、しきたり、優秀さ、誠実さ、忍耐、勉強で人生が変わ 以前ドラッカーを読んで教えられたのは誰がマネジャーか

るんだよ・・・と。毎日彼らに伝える。そして締めはいつもこ ということ。成果に責任を持つ人がマネジャー。

う言う。　　＜いつもあなたを愛している＞ マネジャーの存在がはっきりしていることが重要。

＜だから何  さあどうするの＞

アシュリーの言葉「ここは学校なんかじゃない」。私は一 少子化、中学校の部活 、指導者の高齢化 ・・などがよく言

生忘れない。貧困をなくすため私たちがすべきこと。それ われる障害です。これを突破するエネルギーはBS運動

は貧しい子どもたちが通う学校をちゃんとした学校にする の素晴らしさと、この運動に携わることができる幸せをを認

こと。世の中を生き抜くための知識と精神力が身につく学 識する所から生まれます。

校です。 ＜とことん愛せ＞

私わからないこともある。でもこれはわかる。幸福なことに 全指導者はこの心を持っていることは疑う余地もありませ

自分が学校のリーダーという立場にあるのならしっかりリー ん。私たちの一番の強みです。しかしスカウトlこ伝わって

ドすること。    ＜リーダーならリードしよう＞ いますか？ウェイコン校長の積極さを見習わなければ！



（6） 第４１号

　成功裏に終わった２３ＷＳＪについては、県連より８０頁の報告書が出されています。しかし目にされていない会員の方が多いと

思います。そこで数回に分け参加者の感想文を転載することにしました。最初は参加隊の隊長からです。
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（8） 第４１号

スズメに給餌
星　榮一

  今年もスズメに給餌を始めた。15年ほど前 いることと呼応している。

から一面に降雪し根雪になると、庭の藤棚の スズメの減少の原因にはいくつか考えられる

下に餌台を作り、朝夕給餌している。餌は販 が、正確には分からない。まず、最近の住宅は

売されているニワトリの餌で、ひと冬に17kgの 瓦屋根や外壁は板でなく、巣を作りにくくなっ

袋を３袋必要である。 た。また、田圃ではコンバインで稲刈りをする

  最初の頃は百羽位のスズメが来ていたよう ようになり、落穂がなくなった。さらに、稲を「は

だ。観察していると、30羽ほどのグループが3 ざかけ」しなくなり、スズメが食べられなくなっ

グループ来ていた。各グループには2～3羽の た。

見張りのスズメがおり、グループ内の連絡を スズメは人間社会の近くで生息して、人間や

とっているように思われた。朝夕、餌台に餌を 人工物の恩恵を受けて共生する野生の動物

入れると、見張りのスズメがどこかに飛んで行 で、「シナントロープ（人類同調種）」と言われ

きグループを呼んでくる。 る。人里離れた集落が廃屋となり、住民がいな

  各グループはグループ毎に5～10分位で満 くなるとスズメもいなくなるらしい。

腹になり、次のグループと交代する。しかし、 　15年も給餌をしているが、スズメは馴れてく

体が小さいので1時間ほどで空腹になり、1日 れない。上野公園には手からパンを食べる「手

に7～８回食事をしているようだ。 乗りスズメ」がいるそうだが、僕の愛情が足りな

  15年前には3グループ、百羽ほどのスズメが いのかも知れない。野生のスズメの寿命は2～

来ていたが、年々数が減少し、ここ2～３年は１ 3年だそうなので、我が家に2～3年は来ている

グループの30羽ほどしか来なくなった。これは と思われるのだが。

日本各地でスズメが減少していると言われて 【新潟県医師会報 H27.1 No.778 より許可を得て転載】

＜広報講座で紹介いただいた資料の中に入っていました。明治の一断面です。＞
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