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スカウトフェローシップ委員会

編集長 　杉山　剛
〒９５９－２６５８胎内市西条６０２－１１

TEL & FAX ０２５４－４３－４８７９
  　　　　事務局  〒951-8052　新潟市中央区下大川前通４の町

　　　　TEL 025-229-5454 FAX 025-229-5446

　金沢副連盟長：新しい日連の方針に対応 ＜連盟規約改定＞

し県連の活動方針が提案される。審議よろし 役員選任により柔軟な対応ができるよう任期

く。セーフフロムハームに改めてとり組むこと 及び定年に「原則として」を追加する・・事に

になっている。県内で約２０００名もの不登校 決した。

があると言う。人は集団の中で生きて行く。グ ＜役員選任＞

ループ化することでいわゆる苦しみが発生す 理事長：南雲重孝（新潟９）

る。我々も心すべきである。 副理事長：関川憲司（阿賀野１）

　来賓県生涯学習課長加茂様：少子高齢 副理事長：五十嵐睦雄（新潟１５）

化、大都市集中等による課題が多い。命を 進歩委員長：今井浩二（加茂１）

尊重し、仲間と協力し、生きていくための技 指導者養成委員長：関川憲司（阿賀野１）兼務

能を訓練するボーイスカウトに期待するところ 相談役：井上法英（長岡３）

大である。 事務局長：清水修（新潟１６）

　井上理事長：ＷＳＪは関係者の努力で成功

裏に終わった。その規模の大きさと周りから

高い評価を受け、改めて価値ある運動との思

いを強くした。

*****議事*****

議長は長谷川圭介氏（長岡10）

＜27年度活動報告＞

①２３ＷＳＪは無事成果を得て終了した。

関川派遣団長の所感は

・ＷＳＪは１５２国地区のスカウトとの仲間つくり。

・平和を考える企画が多かった。 ＜南雲理事長　　関川副理事長　五十嵐副理事長＞

・語学力の不足をスカウトが感じた。 ＜28年度活動方針＞

②進歩委員会：ＶＳ隼章１（小千谷１　増川君） 事業スローガン

菊章１名（新潟１５　宮崎君） 　　“活動的で自立したスカウトを育てよう”

議事終了後、増川君がＶＳプロゼクト【プラナリアの研究】 （日連のスローガンに同じ）

の概要を報告した。 具体的方針は先に県コミッショナー提示の5項目

③登録団数・人員数 ①年間キャンプ１０泊以上を目指そう！

Ｈ２６　３１団９７隊　Ｌ２７５　Ｓ５４７　団委員２０３　総数１０２５ ②スカウトの自主性を尊重しよう！

Ｈ２７　28団９１隊　Ｌ２４０　Ｓ４８３　団委員１９５　総数９１８ ③良い所は必ずほめよう！

Ｈ２８　2６団８５隊　Ｌ２２９　Ｓ４４７　団委員１８９　総数８６５ ④子供達を危害から守ろう！

④その他　　省略 セーフ　フロム　ハームの取り組み

⑤役割・責任を分担しよう！

　　　　　　平成27年度年次県連総会開催（平成28年6月5日　長岡: パストラル長岡）
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＜各種委員会＞

進歩委員会：(ｲ)自主性を尊重しスカウトの進

級を計画的に育成する。(ﾛ)信仰奨励項目の

実践と確実な修得を図る。(⇔注目！！）

組織拡張委員会：2月４・５日に講座開催する。

ＳＦＳ委員会：(ｲ)通信の4回発行(ﾛ)スカウト

運動への貢献（ラリー開催時ＰＲ活動）

他の委員会：略

＜表彰＞ ＜かっこう章受章の　関川　憲司　氏＞

かっこう章：関川憲司氏（阿賀野1　団委員長）

　氏は20年にわたり県連トレーニングチーム 隊褒章65年綬：新潟5団ＢＳ　十日町１団ＢＳ

（ＴＴ）で活躍され、特にこの10年間はＴＴディ 隊褒章５５年綬：加茂1団ＢＳ　

レクターとしてＢＳ運動の質の向上に力を尽くさ 隊褒章５０年綬：新発田1団ＣＳ　

れました。今年度から副理事長として理事長 ・・・他省略

補佐の役目が増えましたが、変わらずTTディ ＶＳ隼章：増川柾樹君（小千谷１）

レクターとしても継続してご奉仕されます。 ＢＳ菊章：宮崎匠翔君（新潟１５）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

登録人数総数は７９４名（対前年度－７１名）、

スカウト数３８７名（－６０）登録人数の半分しか

スカウトがいません。

　スカウト活動の日常の現場は隊、団でありま

す。現場力が強くなければ毎年の減少は食い

止められないと思います。私の団でも、３年前

壊滅状態となり休団に追い込まれそうになりま

した。募集イベント（秋、海浜公園で野外料

＜引き継ぎを終えられた　新・旧理事長＞ 理、林の中での宝探し）を企画し、幼稚園・保

育園１０か所、小学校６校、スーパーマーケット

　　理事長新任挨拶 ５か所にポスターを掲示して貰い、参加申込書

南雲　重孝 を置かせてもらいました。当日ビーバー年齢の

子供１３名と、保護者が参加してくれました。皆

　この度、井上理事長の後任に就任した、南 楽しんで帰りました。その後入団の連絡を待ち

雲重孝です。井上理事長が培ってきた新潟連 ましたが、一人も連絡が来ませんでした。団に

盟を引き継ぐには、荷が重いですが、スカウ スカウトがいないと聞きがっかりしたようでした。

ティングに対する情熱は熱き思いがあります。 団のスカウトが減少してしまうと、悪循環となり、

　私は、昭和３６年の春、小学校６年から新潟 やがて休団に追い込まれてしまうことになりま

第９団に入団し、故福井先生のもとスカウティ す。その後団関係者の努力により、ビーバー４

ングに励んできました。 名、カブ３名が入団しました。昨年度は隊長の

　さてスカウト活動が抱える問題点は、数多く 発案で１月～３月までの間、集会に参加して貰

ありますがどの会合でもスカウトの減少が問題 う事とし、体験入団者を募集し、スーパーマー

視されています。平成２８年５月３１日現在、登 ケットを中心に掲示し、参加申込書を置かせて
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貰い、その後入団の意思を確認し新規入団す 　隊、団があっての地区、県連です。その前に

ることとしました。その効果もあり５名のスカウト スカウトがいての隊活動です。団会議、団委員

が誕生し、ビーバー８名、カブ３名となりようや 会がきちっと行われている団もありますが、私

く１１名となりました。 の団でもまだまだ十分機能しているとは言えま

　保護者も含め楽しみにして、集会、ハイキン せん。

グ、キャンプに来ています。毎年のスカウト入 　県連の役割は、各団への支援であり、現場

団目標人数は５名とし、そして隊長を中心とし で起きている問題点などコミッショナーを中心

た楽しいプログラムを企画し、退団者を出さな に支援できればと思っています。皆さんの力と

いようにし、スカウトが上進していくことを願い 努力で今後スカウト数が増えていくことを願い

日々努力を重ねることが重要であると、痛感し 新任の挨拶とします。

ているところです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

SFS委員長退任に当り
　　　　　　　前ＳＦＳ委員長　星　榮一

　本年６月でＳＦＳ委員長を退任し、藤塚大造

氏に後任をお願いいたしました。私が委員長

時のご支援ご協力に心より感謝いたします。

　平成２４年４月に初代ＳＦＳ委員長の杉山晃

氏の後を受け、無理やり２代目委員長を任され

ました。初代杉山委員長のようには委員会の 考えます。

運営はできませんでした。しかし、委員会の新 　新規のＳＦＳ会員の入会は多くありませんが、

しい事業として、いくつかの提案をさせていた 永遠のスカウトとして是非入会して活躍してい

だきましたが、実現はしませんでした。その一 ただきたいと思います。

つは、２０１５年の山口での世界ジャンボリーの 　序でながら、本年６月でＳＦＳの役員でもある

ＳＦＳとしての団体見学旅行。もう一つは、old 高橋剛氏、斉藤真憲氏と私の３名とも新潟県

scoutとしては恰好な事業ではないかと、皇 連相談役を解任されました。私は昭和５５年以

居の清掃奉仕の団体申込みを提案いたしまし 来、県連理事を拝命し、ほとんど無欠席で理

た。 事会に出席し発言もしてきました。平成２０年よ

　現在のＳＦＳの事業は年２回、６月のボーイラ り県連相談役を拝命し、理事会にも毎回出席

リーと、９月のビーバー・カブラリーの際にＢＳ してきました。約４０年間弱、県連に関係してき

のＰＲと入隊案内をしていますが、余り効果は ましたが、名誉役員である相談役を本人の了

ないようで、見直す時期に来ているようです。 承も取らずに解任した歴史は、新潟県連には

毎年１０月に１泊２日で行っている、各地区持 ありませんでした。私ども３名は、県連に対し不

ち回りのＳＦＳ委員会総会・全体集会は存続さ 名誉な行為を行った覚えもなく、また本人に確

せたいと考えております。 認もなく一方的に解任されたことを記しておき

　「ＳＦＳ通信」は杉山剛編集長のご努力で、年 ます。

４回発行を続けており，第４２号になりました。 　最後になりますが、藤塚新委員長のもとで新

最近では県連のホームページもできましたが、 生ＳＦＳ委員会がますます発展することを祈りま

県連内の情報手段として役割をはたしていると す。
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　　　　ご挨拶
新潟第7団　　　藤塚　大造

（新潟地区協議会長）

  この度、星前委員長はじめ幹事の皆さんの

推薦により新潟連盟スカウトフェローシップ（Ｓ

ＦＳ）の委員長に就任することになりました。もと

より、浅学非才の身であり、非力でもあります

ので、各委員の皆様のご協力のもと、力を尽く

す所存であります。

　ＳＦＳは故杉山氏、遠藤相談役が中心となり 　当新潟7団は昨年発団４０周年を迎えること

、平成17年にスタートし現在会員数50名（物故 が出来ました。Ｈ28年度の登録スカウトは２１名

者を除く）でありますが高齢化と機動力不足に で、内ＢＶＳ・ＣＳが１３名となっており、若手指

悩んでおります。ＢＳ活動のＰＲの他、杉山編 導者の養成が急務となっております。私もＢＶ

集長が中心となりＳＦＳ通信発行も４２号を数え Ｓ隊長、団委員長などを経て現在に至っており

るに至りました。10月には全体集会を開催し親 ますが、｢死してのちもスカウトだ｣の精神で奉

睦活動に努めております。今後とも県連及び 仕したいと考えております。

各地区の皆さんの絶大なるご支援を切望する

と共に、多数の入会を賜りたくよろしくお願い

申し上げます。

平成２８・２９年度　ＳＦＳ委員会　役員 平成２８年度事業計画

委員長　　　 　藤塚　大造　　（新潟７） 委員長会議（正副委員長、事務長、相談役）

副委員長 　　 杉山　　剛 　　（中条１） 　　　Ｈ２８年４月３日

　　 　　　　　 　南雲　重孝　　（新潟９） 　　　Ｈ２８年６月５日

事務長　　　　 斉藤　眞憲　　（新潟１１） 　　　Ｈ２８年１０月２日

会計　　　　　　斉藤　眞憲　　（新潟１１） 　　　Ｈ２９年１月１５日

監事　　　　　　鈴木　　正　 　（長岡３） 役員会（役員全員）

通信編集長　 杉山　　剛　　 （中条１） 　　　Ｈ２８年６月２６日（下越）ボーイラリー

幹事　　　　　　佐藤　英行　　（中条１） 　　　Ｈ２８年９月１１日（中越）カブ・ビーバーラリー

　　　　　　　　　杉山　和代　　（新潟１６） 全体集会・総会（下越）

　　　　　　　　　小林　敏勇　　（長岡１） 　　　Ｈ２８年１０月

　　　　　　　　　西山　好秀　　（長岡１） ＳＦＳ通信発行

　　　　　　　　　金井　勝代　　（小千谷１） 　　　第４２号　Ｈ２８年６月

　　　　　　　　　大山　恵右　　（糸魚川１） 　　　第４３号　Ｈ２８年９月

相談役　　　　 高橋　　剛　　 （新発田１） 　　　第４４号　Ｈ２８年１２月

　　　　　　　　　遠藤　安一　　（長岡１） 　　　第４５号　Ｈ２９年３月

　　　　　　　　　星　　栄一 　　（長岡１）
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発団５０周年を迎えて・・「自然とともに」
ボーイスカウト糸魚川第１団

団委員長　井 伊 光 紃

 三指

  「楽しい時、悲しい時、さびしい時、思い出 カウト数は年を追って僅少となり、厳しい逆

してください。あなたのまわりには、多くの仲 風が吹いております。このような環境の下で

間がいます。ボーイスカウトです。」 はありますが、地元に定着したスカウトOBや

UターンのOBが若手リーダー集団を作り、次

  ボーイスカウト糸魚川第１団は、地域に根 代を担おうと、未来への「夢」・ビーバー隊発

ざした子どもたちの育成を願い、「自然ととも 足！を掲げ、逆風の中でも５０年の灯を絶や

に」を団のテーマとして５０年間活動してまい すことなく、地道ながらも活動を始めておりま

りました。お陰様で今日を迎えることができま す。

したのも、偏に関係の皆様方お陰と感謝申し   「正しい目標を見失った人生は、永遠にう

上げます。 つろであり、不安である。欲望に満ちたげん

  昨年11月の発団５０周年記念式典並びに じつのあわただしさに流されているところに、

感謝の会には、遠方の地にもかかわらず、井 わたくしたちの苦悩と現実がある。

上理事長はじめ本間コミッショナー及び役員   みずからの人生に目標と願いをもたない人

各位にご出席賜り、改めまして御礼申し上げ 間はない。しかし、この目標と願いを真の人

ます。また、本年2月に行われました記念 間のものとして確かめるところに、私たちの使

フォーラムには、本間コミッショナーからパネ 命がある。しあわせに生きることも、しあわせ

ラーとしてご尽力を賜りました。さらに、フォー な社会形成も、真の人間の自覚いがいにそ

ラムには理事会のご高配を賜りご後援をいた の道は、発見も証明もできないであろう。

だくなど、新潟連盟あげてのご支援に、重ね   少年の夢は美しく、尊い。少年の世代は、

まして厚く御礼申し上げます。 より意義が深い。生命の尊重も、安全の保持

  さて、当団は５０年間の歩みの中で、ジオ も、心身の健全な成長も、この世代の特性的

パークなど恵まれた自然を生かし、糸魚川の な育成である。

自然や団の野営場「スカウトの森・ウッドいち   わたくしたちは、みずからの世代を、より意

のの」をベースに、四季を通じての活動を展 義あらしめんとするとともに、やがて人類の願

開して来ました。この間、５００名余りのスカウ いを受けつぐ青少年の好ましい成長に、その

トが「ちかい」を胸に社会に羽ばたき、スカウ 悲願をかけたいものである。

ト精神を基に、よき社会人として地域のリー   理想の社会の現実と、国際的な人類愛の

ダーとなり、また、全国各地で活躍しておりま 精神をつちかって、真の日本人の自覚を高

す。 めるいがいに、人間としての生甲斐も、青少

  現在、糸魚川第１団は、カブ、ボーイ、ベン 年への使命的な贈物もない。

チャーの３隊を登録しております。しかし、ス   ここに、青少年の好ましい成長を願う意に
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おいて、この地にボーイスカウトの結成に願 やがては自然に還ります。スカウト運動は、

いを樹て、この育成をとおし、みずからの学 子どもたちと共に、自然の中からそのことを

習の場をあきらかにせんとするものである。 知り、学び、人々が協調して自然に還元して

昭和３９年5月3日団委員長井伊各量「発団 ゆくことも学んでゆくことかも知れません。B-P

の願い」より）・・・・・５０年を経て、より新鮮に 卿の教えは、発団の願いへとつながり、５０年

聞こえてくる初代団委員長の言葉です。 を経て、今新たな息吹の中で、未来へと受け

　『有能で腕のいいボーイスカウトになる目 継がれてゆきます。

的は、ただ楽しんだり冒険したりするだけで 　煙吹く焼山の山麓「ウッドいちのの」野営場

はなく、君たちがあこがれている辺境に住む は、今、森の生き物たちの楽園となっていま

人、探検家、開拓者と同じように、国のため す。そこで共に生きるためには、まずは、彼ら

に働き、助けを求める人たちに手助けができ から信用されることを学ぶことから始まるので

るような人になることなのだ。これこそいちば はないのでしょう。団のテーマは「自然ととも

んりっぱな人たちが進んでやろうとしているこ に」です・・・。

とだ。真のスカウトは、信用できる人として、 　微小な団ですが、スカウト活動の灯は燃や

どんな危険に直面しても自分の義務を果た し続けたいと思います。文末ではございます

す人として、ほかの少年や大人たちから尊敬 が、スカウト活動の発展と皆様の安全を祈念

されるのだ。』（ロバート・ベーデン-パウエル し、これからもご指導ご支援を賜りますようお

著「スカウティング・フォア・ボーイズ」より 願い申し上げお礼とさせていただきます。

　人の世の文化は進んでも、人の心は自然 弥栄

から培ったものであり、生きとし生けるものは

            ＜糸魚川タイムスに、感謝の会と記念事業ボーイスカウトフォーラムが大きく紹介されました。＞

　糸魚川第一団は厳しい状況下、新たにビーバー隊を立ち上げられました。スカウティングの炎がまさに立ち上がろうとしていま

す。地域の要請（木）と指導者そしてＯＢの熱意（空気）に加え県連としての強力な支援（熱）が加わり得られた成果です。しっかり

と燃え続けるよう願って止みません。どんな苦しい状況でも火種さえあれば道は開けると言うことですね。



（７）

前号に引き続き世界ジャンボリー（２３ＷＳＪ）に参加された方々の報告を【新潟派遣団報告書】から感謝とともに、次の日本

ジャンボリーへの応援の意を込め　転載いたします。



（８）
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