顔出しスカウト看板

岡山のスカウトたちは、いつもげんき。
第一地区

TEL: 050-5856-5434（見村）

Email: office-d1@scout-ok.jp

小学1年〜小学２年

ビーバースカウト

岡山第4団・岡山第17団・岡山第23団・岡山第26団・赤磐第2団
西大寺第1団・西大寺第5団・都窪第2団・津山第1団

第二地区

ボーイスカウト岡山連盟広報紙

各団の団員募集や集会・イベント
に活用できる「顔だしパネル」です。
「カブ用」と「ボーイ用」があります。
→申込はホームページから

Email: cub_sug@ms11.megaegg.ne.jp

2017年10月30日発行

岡山連盟

検索

www.scout-ok.jp

2017スカウトキャンポリー

110人

TEL: 086-423-0305（杉本）

いつも、げんき！

ボーイスカウト岡山連盟 vol.9

倉敷第14団・倉敷第16団・児島第1団
総社第3団・玉野第1団・玉島第5団

第三地区

TEL: 080-1937-0029（河村）

Email: bouchan1515@yahoo.co.jp

浅口第1団・浅口第2団・浅口第3団・高梁第1団・新見第1団

県連盟

TEL: 090-4807-5484（木多）FAX：0868-26-0531

Email：office@scout-ok.jp

本 部 浅口市金光町金光教本部内
連絡先 〒708-0856 岡山県津山市西吉田584-4
（中学3年9月〜18歳の3月31日）

（18歳以上）

ベンチャースカウト61人・ローバースカウト35人
指導者203人・団委員ほか121人

岡山から西大寺第5団5名が参加。

小学3年〜小学5年

小学6年〜中学3年

ボーイスカウト

131人

カブスカウト

208人

2017年10月1日現在

スタンプラリーセット
スタンプラリーのハガキ大の台紙と、
かわいいオリジナルスタンプ7個セット
→申込はホームページから

2017年8月6日〜11日 場所：真庭市津黒高原

岡山連盟

各団がFacebookで活動の様子を発信しています。

倉敷第14団

岡山第4団ボーイ隊

西大寺第5団ビーバー隊 西大寺第5団ボーイ隊

2017 輝け！岡山のスカウト

フォトコンテスト

津山第1団

2017スカウトキャンポリーは、
「そなえよつねに」と「パイオニア」の精神
をもってスカウト本来の創意工夫と班活動を通じて野外活動の楽しさを実
感することを目的として、また来夏に開催される第17回日本スカウトジャン
ボリー（17NSJ）に向けた訓練として、豊かな自然の中にある津黒高原キャ
ンプ場を会場に8月6日から8月11日まで5泊6日の日程で開催する事とし準
備を進めました。しかし大型で強い勢力を保った台風5号が、初日の6日に
は九州に接近し7日には室戸岬から和歌山への上陸のコースを進み、会場

岡山第26団

「愉快なスカウト」のテーマのもと、スカウトの部40作品、成人の部50作
品と、昨年より大幅に増加したご応募ありがとうございました。入賞者が6
月18日の県連総会で発表され、大賞、理事長賞、コミッショナー賞、事務局
長賞が選ばれました。おめでとうございます。

岡山第17団

都窪第2団

ローバースカウト会議

周辺も暴風域に入る予報から、やむなく大会を2日間短縮し、8月8日から8
月11日までの3泊4日としました。会場周辺で実施を予定していた多くのプ
ログラムを中止または短縮しなければなりませんでしたが、鳥取連盟から5
個団30名、また来年の17NSJ参加を目指す県内のクマスカウトも多く参加
し、合計200名のスカウト・指導者が結集しました。キャンポリー期間中に
体験したことは 大切な思い出として深く心に刻まれまた事と思います。
岡山スカウトキャンポリー実行委員会

アジア太平洋ジャンボリー派遣

西大寺第5団
ローバー隊
ベンチャー隊

その他の入賞作品（スカウトの部）

「10歳の年の差なんて??」都窪第2団 三宅日鞠
「ロボッちょ。」
倉敷第14団 大島美里

大会本部プログラム班

その他の入賞作品（成人の部）

2017年7月27日〜8月2日

第31回アジア太平洋ジャンボリー
（モンゴル）

派遣スカウト：都窪第2団ボーイ隊 丸山稔礼・中山紘佑・川原崚太

【丸山稔礼】一番心に残ったアクティビティは、モンゴルの民族衣装を着
たり、ラクダに乗ったり、モンゴル語で名前を書いてもらったりしたことです。
日本や海外の友達がたくさんできて様々な国の文化に触れることができた
ので、勉強になったと思うので次回の世界ジャンボリーにも参加したいと思
いました。そのために英語を勉強して今回以上に外国のスカウトと関わり
たいです。
【中山紘佑】派遣でびっくりしたことは、僕より5歳以上年下の小さなスカ
ウトが普通に英語で話しかけてきたことで、僕もしっかり英語を話せるよう
に勉強して、次の機会があればもっと英語で交流を深めたいと思いました。
連盟の方々、都窪第2団の指導者や団委員の方々には大変お世話になりま
した。ありがとうございました。
【川原崚太】今回モンゴルという遠い国で、今まで知らなかった環境、地
形など、未知の物に触れることができました。ジャンボリーに参加して得た
体験を活かして、今後はもっとレベルの高いキャンプや他の国のスカウトと
交流していきたいと思いました。

西大寺第5団カブ隊

内元 仁美

成人

の部

都窪第2団

理事長賞
岡山第26団ボーイ隊 福田桃子

苅山 勝

コミッショナー賞
倉敷第14団ボーイ隊

三宅 香凛

尾坂詩苑
石原由羽奈・尾坂悠乃・建部孝明・藤原由衣
星山正一

富士特別野営2017に参加して

「憧れ」 都窪第2団 三宅紗織
「あったかいんだからぁ〜」
津山第１団 山口 朗
「炎って、あったか〜い。」
玉野第1団 藤原さとみ
「おーい「紙芝居」はじめるで。」津山第１団 木多依子

スカウ
トの部

2017年8月12日（土）〜 15日（金）
６泊７日
山梨県・ボーイスカウト日本連盟山中野営場
「富士特別野営」は、スカウト運動の基本である野外活動（野営）
を通じて、
その重要性を確認し、班制教育を通じての「教わること」
「学ぶこと」を再確
認する。プログラムとしての試練を乗り越える体験の中から、信頼・絆の大
切さと、友情を育み、スカウトスピリッツ（徳性、忍耐力、気力、清貧）を実
践することを目的に開催されています。

事務局長賞
都窪第2団カブ隊

三宅紹巴

サンノゼ派遣

2017年7月28日〜8月3日
派遣者 髙橋 道範(岡山第４団)、見村 三吉（都窪第２団）
訪問先 米シリコンバレー・モントレーベイ地区
岡山市と米サンノゼ市の姉妹都市60周年を記念して表敬訪問を実施。ホ
ームステイ、カヤック体験、サンノゼ・ジャイアンツの試合で始球式など、ボ
ーイ隊や地区リーダーの皆さん達と多彩な交流を図りました。今度は日本
にもぜひ訪問したいとのことです。

西大寺5団ローバー隊 尾坂詩苑
今回岡山連盟からはベンチャ
ースカウト4名、ローバースカウ
ト、指導者の計6名が参加しまし
た。わたしはローバー隊プログ
ラム班として、スカウトのプログ
ラムの指導、サポートを行いま
した。
スカウトの行うプログラムは、大
型構築物作成や一泊ハイキング
などの高度なものでした。初め
はうまくできなかったことも日を
重ねるにつれコツを掴みできる
ようになっていきました。そのス
カウトの成長を間近で見れ、共に喜ぶことができとても嬉しかったです。ま
た今回の野営で、仲間と共に協力し、乗り越えていくことが大切だったなと
改めて感じました。今回学んだことを活かしながらこれからもスカウト活動
に励んでいきたいと思います。

アメリカジャンボリー2017派遣
2017年7月16日〜31日

アメリカ・ウエスト・バージニア州（アメリカ連盟野営場）
派遣スカウト：西大寺第1団ベンチャー隊 日下有騎

今回のジャンボリーで一番インパクトがあったのは、海外では日本の人気

アニメのポケモンがすごく人気だということだ。僕は、交換品として、自作
のポケモンのチーフリングを約30 個準備した。勿論、すべて交換できた。
それだけではない。さらにすごいのは、ポケモン一個と3 〜 5 枚のワッペ
ンと交換してくれる。アメリカでは、交換品としてチーフリングというものが
浸透していないのか、かなり大人気だった。
僕は23WSJ に参加したが、その時とは全く異なっていた。23WSJ では
日本人は約6,000 人いたが、今回はたった9 人の完全にアウェイな環境だ
った。僕はこれが23WSJ との一番の違いだと思う。着いた当初は、英語
が分かるか不安だが、2,3 日するとすぐに環境に慣れた。慣れたといっても、
話せるようになったわけではなく、少々の分かる英単語と身振り手振りで相
手に自分を伝えるコツがわかっただけだ。話せなくても、コミュニケーショ
ンはとれる。勿論、英語が話せたらさらに楽しくなると思う。周りに日本語
が分かる人が少ないというのもかなり面白い。日本語がまるで自分達だけ
の暗号のようなものに感じるだからだ。
アメリカジャンボリーで様々な経験をした。これらは日本のキャンプでは
経験できないことだ。僕はこの経験と共に参加した仲間を忘れることはな
いだろう。

スカウト顕彰会

東宮御所 富士スカウト代表表敬

富士スカウト・菊スカウト顕彰会
2017年8月27日
（日） 於 倉敷アイビースクエア

第一地区 活動の記録

第二地区 活動の記録

第三地区 活動の記録

平成28年度東宮御所 富士スカウト代表表敬
2017年3月21日
（火）
14:00~14:45 於 東宮御所 参加者:全国の富士スカウト代表47人

2016年11月6日
（日） わくわく子どもまつりin岡山ドーム

2016年11月20日
（日） 第三地区ラリー

岡山市主催のイベントに、
ボーイスカウトで釣り堀コーナーやパネル展示
などで参加しました。

2016年11月6日
（水・祝） ビーバー・カブスカウト合同集会

富士スカウト
尾坂 詩苑 西大寺第５団
長田 薫
岡山第４団
岡谷 実冶子 倉敷第１４団

菊スカウト

石村 愛美 玉島第５団
丸山 稔礼 都窪第２団
川原 崚太 都窪第２団

岡山連盟代表富士スカウト：西大寺第5団 尾坂誌苑

中山 紘佑 都窪第２団
福田 桃子 岡山第２６団
石原 那智 西大寺第5団

特別講演「熊本地震を経験して 今 伝えたいこと」
総社第3団ボーイ隊副長 前原 教志 氏

ベンチャー集会

「ももたろうGO」
をテーマに、岡山市下石井公園に集合。地図とビンゴカ
ード、簡易コンパスを持って、
まちの中を探検し、
ビンゴカードを完成させ、仲
間と共にスカウティングを楽しみました。

表敬の前日に参加スカウトとの顔合わせ、事前訓練を行いました。また原隊での活動内容を報告したり、今後の
活動についての意見交換を行いました。とても良い刺激を受けました。
表敬では皇太子殿下と参加スカウト47名が1人ずつお話しさせていただきました。この貴重な経験を通して改め
てボーイスカウト活動の素晴らしさを感じました。またスカウト活動を誇りに思い、今後更に積極的な活動をしていき
たいと思いました。参加させていただきありがとうございました！

技能章（救急法）講習会

グリーンバー訓練

2016年10月30日
（日） 玉野市日の出ふれあい会館

2017年8月26日
（土） 観光地クリーン運動

岡山市主催の観光地クリーン運動への奉仕を行いました。

2017年6月4日
（日） 青少年健全育成パレード

2017年6月11日
（日） 西大寺キリスト教会

2016年11月6日
（日） 救急法講習会

川崎医療短期大学

16名のスカウトが参加し、川崎医療短期大学の先生を講師に、AEDや心
臓マッサージなどの救急法を学びました。

地域と共にボランティア活動
家族で体験キャンプ

王子ヶ岳「清峯ふれあいの森」

テーマは
「スカウトが作れるおやつ」
と
「ゲーム」
を各団が材料や道具を準
備しました。
ワッフル、
スイートポテト、
カルメラ、ポップコーン、
じゃがいもも
ち、たまごプリン、
アルミ缶を回転して作るわた菓子など美味しいものを満喫
しながらの研修となりました。
かさ袋のロケットもよく飛びました。

岡山後楽ライオンズクラブ主催のパレードで、表町商店街を横断幕とプラ
カード持ちで奉仕しました。

2017年10月8日
（日） マーチング・イン・オカヤマで奉仕
岡山市主催の
2 0 1 7 マ ー チン
グ・イン・オカヤ
マで 、2 7 名 のス
カウトが それ ぞ
れに横断幕やプ
ラカードを持ち、
表町商店街で各
マーチングバンド
の先導を務めま
した。

2017年1月22日(日)

2017年1月15日
（日） 浅口市金光公民館

2017年3月25日
（日） 広島県包ヶ浦自然公園

2016年12月4日
（日）

ビーバー、
カブ指導者研修

浅口市金光にて第3地区ラリーを開催。
ビーバー部門は、午前中にキムスゲ
ーム・どんぐりに名前を書いて願い事をしたり、新聞紙のじゅうたんで川渡り
やみんなで歌を歌ったり、
自然の音を聞いて 絵で表現したり、
ポイントラリ
ー形式で活動しました。午後からは、拾ったどんぐりで昆虫やヤジロベエ・松
ぼっくりのツリーを作って遊びました。
カブ部門は、
キャンプ場へミニハイク
ポリ袋炊飯を体験しました。
ご飯が炊けるまで「マッチで火遊び」
を心ゆく
まで楽しみました。みんなでポリ袋からご飯を取り出して、
カレーをかけてお
腹いっぱい食べました。午後からは、
ロープ工作でマスコットを作成し、全員
上手に作ることができました。各部門それぞれが充実した活動ができまし
た。
（浅口第2団 河村理恵）

2017年1月8日
（日） 倉敷市成人式奉仕 マスカットスタジアム

2017年3月11〜12日
（土日） 国立吉備青少年自然の家

今年も倉敷市成人式にスカウト39名が出演しました。大きな声でポンポン
を振りながら
「おめでとうございます」
と新成人をお迎えし、記念式典は、装
飾風船をステージに設置しました。

11名のスカウトが参加し、班制度や技能を学びました。

浅口地区スカウト協議会行事(スキー )

島根県 琴引フォレストパークスキー場へ スキー訓練に行きました。
浅口第1団・ガールスカウト岡山1団、浅口第2団・浅口第3団
スカウト・保護者・指導者 総勢９８名
地元の人も珍しいと言う 大雪の降り続く中 元気にスキーやソリ遊びを
楽しみました。（浅口第2団 河村理恵）

野外活動スキルマーケット2016

防災キャラバン

2017年2月19日（日） 合同BP祭

2016年10月15-16日
（土日） 国立吉備青少年自然の家
2016年11月12日
（日） 浅口市ビッグハット
2016年11月26日
（日） 赤磐市幡降野営場
岡山県の推進する「社会教育関係団体による地域パワーアップ事業」と
して、
「体験キャンプ」を実施。テント設営やかまど火起こし・炊飯、家族ゲ
ームなど、スカウト活動をより多くの人に体験していただき、家族の絆や集
団行動の楽しさ、大切さを実感してもらいました。

チャレンジサバイバル

2017年9月2-3日の技能向上研究会は定員不足のため中止

2017年9月10日
（日） イオンモール倉敷

今年はフジテレビKIDSから、
ガチャピンとムックが応援に来て、一緒に新
聞スリッパや応急タンカ、
ガレキ迷路、防災キムスゲームなどのコーナーを担
当し、広く市民と一緒に防災を学びました。

ボーイスカウト講習会

2017年6月4日(日) ビーバー交流会

玉島円通寺公園

第二地区のビーバースカウト41名をはじめ、兄弟姉妹、保護者、指導者の
計94名が参加して交流集会を開催。
『集まれビーバー！仲良く・楽しく・元気
に遊ぼう
（良寛和尚と玉島名物を知る）』
というタイトルで、良寛和尚の修行
した円通寺での坐禅体験や俳句作り、
「てまり」
をキーワードにした折り紙や
クラフトなどのコーナー遊びで交流を図りました。
スカウトの笑顔があちらこ
ちらであふれていました。

おかやまマラソン奉仕

2017年2月12日
（日）
倉敷こどもまつり奉仕（第2地区ラリー） ライフパーク倉敷

今年は倉敷市50周年、
こどもまつりは38回目となりました。毎年、第2地
区各団のスカウト達が元気に参加して各コーナーで、いろいろなクラフト
や遊びなどを体験しています。
スカウトコーナーでは、缶バッチ作り、
とん
ぼや菊、
さくらんぼなどの飾り結び。パネル写真、
キャンプサイトのミニチ
ュア展示、
ビデオ放映やチラシで広報、活動紹介をしました。屋外広場で
は、火起こし体験コーナーと年間チャンピオンの表彰を行い、
ロープ回し、
一人班旗立てのデモンストレーションでスカウト技能を披露しました。

新見市の旧神郷スキー場で、第3地区合同BP祭を開催しました。
ボーイ・ベンチャーは前日、雪ブロックを積み上げてイグルー作りに挑戦し、
雪が降る中、完成したイグルーとテントで宿泊しました。当日は、ビーバー・
カブが加わり、式典を行いました。
その後、新見第1団が用意したおいしい豚汁で昼食をとり、竹スキー体験、
そり遊び、雪合戦、雪だるま作りなど、晴天のもとで汗を流しながら、雪遊
びを満喫しました。（浅口第2団 田中茂樹）
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2016年12月4日
（日） 第239回 岡山市東公民館
2017年3月12日
（日） 第240回 倉敷市水島公民館
2017年5月14日
（日） 第241回 津山市東公民館
2017年6月4日
（日） 第242回 岡山市京山公民館
2016年11月12-13日
（土日）

2016年10月23日
（日） 新見市防災公園
2016年12月11日
（日） 岡山市西七区集会所
2017年1月22日
（日） 玉野スポーツセンター

国立青少年教育振興機構の推進する「子どもゆめ基金助成活動」として、
「チャレンジサバイバル」を実施。棒パンづくりやポリ袋炊飯、救急法など、
スカウト活動の防災に関連する活動をより多くの人に体験していただき、も
しもの災害に備える技術を体験してもらいました。

12日は岡山駅構内で指導者保護者がガイド役を担当し、13日当日はベン
チャー奉仕隊がマラソン完走者への飲料水のお渡し作業を、丁寧な対応と
「お疲れ様でした」
の大きな声で行うことができました。

国際貢献NGOフェア

2017年2月23日
（木）〜3月1日
（水） 国際交流センター

外国人も多く訪れる国際交流センター1Fロビーで、展示パネル等により
スカウト活動をアピールしました。

2017年8月20日
（日） 第243回

中村賞受賞

ター
天神山文化セン
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（木） 岡山県
導者の部で西大
指
2017年6月2日
年
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新見市は定員不足のため中止

プログラム研究会

2017年5月24日
（日） ビーバー部門 岡山市津髙公民館
2017年7月9日
（日） カブ部門 岡山市津髙公民館

課題研修・安全セミナー

2017年1月15日
（日） 安全セミナー 岡山市津髙公民館
2017年7月2日
（日） 課題研修･研究会 岡山市津髙公民館
2017年7月30日
（日） 課題研修･研究会 岡山市津髙公民館

2017年10月7日
（土）〜9日
（月・祝））
技能向上キャンプ 金光聖ヶ丘野営場

外国語、サバイバル、自転車、観察、計測、
キャンプファイア、郷土文化、食
料、
スカウトソングなどのターゲットバッチ9課目と炊事章にボーイスカウト
23名がチャレンジしました。
その他、
キャンプ企画、野外料理、
キャンプクラフ
ト等は、各隊で取り組みました。
なお、地区各団からスタッフとして指導者17
名が参加しました。

2017年5月3-5日
（水木金） くまスカウトキャンプ

閑谷学校

２地区の「くまスカウト」の行事は、今年で１９回目の継続となりました。天
候に恵まれ、
２泊３日のプログラムを新緑の閑谷の森で元気いっぱい楽しみ
ました。くま１１名、家族７名、
スタッフ１９名が参加しました。

特別講演会

センター5F
（日） 国際交流
氏
2017年2月26日
委員長 村田禎章
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