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岡山から浅口第2団8名 が参加。
2015年8月12日（金）〜 16日（火）:静岡・県立富士山麓山の村
日本アグーナリーは、障がいのある（特別な配慮を必要とする）スカウ
トが集い、海外を含めた多くのスカウトたちとのキャンプ生活を通じて、
スカウト仲間としての心の触れ合いと共通体験の中から、明るい希望を持
って積極的に社会生活に参加することを目的に開催されています。

アグーナリー参加隊長日記より

参加隊 隊長 河村理恵
2015年8月16日（火）
アグーナリーも本日で最終日。昨夜の豪雨が無かったかのように晴れ
渡り富士山♪がやっと顔を見せてくれました。
アグーナリーには初めて参加をさせていただきましたが、障がいをもつ
スカウトへの配慮について深く本当にもっと深く考えなければならないと
言うことを痛切に感じました。目に見える障がいだけが、障がいではあり
ません。支援を必要としているスカウトや保護者は声をちゃんと出してい
ます。その声を、正しく聞き取れる人間（指導者）でありたいと思います。
たくさんの勉強をさせていただきました。交流してくださった全国のス
カウト・指導者の皆様そして、日本連盟・静岡県連盟の皆様ありがとうご
ざいました。8名全員無事に浅口市に帰着いたしました。

参加隊
隊長
副長
団委員
介添者

浅口第2団
河村理恵
柚木喜三恵
田中茂樹
池尻陽子

ボーイ隊
ボーイ隊
カブ隊
カブ隊

佐藤諒太
筒井裕之
池尻大聖
池尻潤成

フォトコンテスト

第7回「岡山のスカウト」

岡山連盟

検索

www.scout-ok.jp

ボーイスカウト岡山連盟のホームページ

「愉快なスカウト」のテーマのもと、スカウト
の部13作品、成人の部34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。
入賞作11点が6月19日の県連総会で発表さ
れ、スカウト部門、成人部門の各大賞、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。

成人

「サクラの下でドカンで遊んだ」

「釣り」

スカウ
トの部
倉敷第14団ボーイ隊

倉敷第14団カブ隊隊長

の部

浜崎 繁子

若本 彩花

入賞作品（スカウトの部）

「しっかりついたお餅つき」三留光雅 岡山第4団
「これなあに？」 関口 結 都窪第2団
「カメラドミノ」高木新大 都窪第2団

入賞作品（成人の部）

コミッショナー賞
「スマイル」

岡山第23団

田岡大典

「僕は猿になったかな」倉敷第14団 浜崎繁子
「HERO IS HERE〜ココに輝け〜」宮﨑学 玉野第1団
「カブスカウトになったよ」齋藤利充 浅口第3団

理事長賞
「筍の皮むいてます」
津山第1団 廣田 利香

「好奇心」
事務局長賞

岡山第23団

山縣

保

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

155人

TEL: 086-423-0305（杉本）

Email: cub_sug@ms11.megaegg.ne.jp

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68人・ローバースカウト28人
指導者227人・団委員ほか126人

小学3年〜小学5年

小学6年〜中学3年

ボーイスカウト

169人

黒瀬 修吾
尾坂 悠乃
石原 由羽奈
小山 瑞希
増田屋 佑人
日下 有騎

オリジナル座標定規

津山第1団
西大寺第5団
西大寺第5団
西大寺第5団
西大寺第1団
西大寺第1団

富士章受章代表スカウトによる表敬
2016年3月16日（水） 於 東宮御所
参加：総社3団 富士スカウト 杉本友樹

第一地区 活動の記録

トレーニングチームの知恵と経験を集め
た、岡山連盟オリジナルの座標定規を製
作しました。これを使えばスカウトも読図
がみるみる分かるようになります。お問
合せは最寄りのトレーナーまで。

第二地区 活動の記録

2015.10.10-12

技能向上キャンプ（金光聖ヶ丘野営場）

2015.12.6

防災とサバイバル教室（山手公民館）

2016.1.31

倉敷市子どもまつり奉仕（ライフパーク倉敷）

2015.11.23
2016.1.10

2015.10.11

マーチングインオカヤマ奉仕

2016.3.6

地区協議会・地区表彰（津高公民館）

2016.6.5

青少年健全育成パレード奉仕

2016.5.15
2016.8.20
2016.10.2
2016.10.9

青少年体験活動フェスティバル（閑谷学校）

倉敷市成人式奉仕（マスカットスタジアム）

2016.5.3-5

くまスカウトキャンプ（閑谷学校）

2016.10.8-10

地区技能向上キャンプ

2016.6.5

2015.12.23

2016年9月10日現在

日本連盟より各県に配置されたＡＥＤ
を各団の活動に広く使っていただくた
め、貸出に対応いたします。自団や地
区の行事はもちろん、地域のイベント
や運動会等にも「ＡＥＤコーナー」を設
けてボーイスカウト活動をアピールする
など、さまざまなアイデアでお使いいた
だけます。 →申込はホームページから

菊スカウト
西大寺第5団
岡山第26団
倉敷第14団
玉野第1団
玉野第1団
都窪第2団

210人

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）貸出

富士スカウト・菊スカウト顕彰会
2016年8月28日（日） 於 国際ホテル

佐藤 ほのか
小枝 裕太
延藤 達明
藤原 侑平
上山 響生
渡辺 康太

カブスカウト

岡山連盟 活動の記録

野外活動スキルアップ研究会
国立吉備青少年自然の家
2015年10月24-25日
カブ部門プログラム研究会
国立吉備青少年自然の家
2015年10月24日
ボーイスカウト救急法講習会
金光教本部境内休憩所
2015年11月1日
2015ビーバー・カブデイ
国立吉備青少年自然の家
2015年11月3日
おかやまマラソン奉仕
岡山市内
2015年11月8日
WB研修所VS課程中国・四国第8期
国立吉備青少年自然の家
2015年11月21-22日
団代表者会議・団運営セミナー
総社市中央公民館
2016年1月24日
もしもに備えて防災とサバイバル教室
山手、津山、浅口
2016年2月21日
第236回ボーイスカウト講習
倉敷市琴浦公民館
2016年3月13日
富士章受章代表スカウトによる表敬
東宮御所
2016年3月16日
グリーンバー養成トレーニング
国立吉備青少年自然の家
2016年3月26-27日
平成27年度 第4回ベンチャー集会
大阪府立青少年海洋センター
2016年3月26-27日
中村賞授賞式 倉敷第14団(団体の部)・廣田利香氏(指導者の部)
岡山国際交流センター
2016年6月1日
第237回ボーイスカウト講習会
岡山市吉備公民館
2016年6月5日
第238回ボーイスカウト講習会
浅口市金光公民館
2016年6月12日
ベンチャー集会
2016年6月12日、8月7日、10月7日
平成28年度 表彰式・総会
金光教本部教庁大ホール
2016年6月19日
ＷＢ研修所課題研修会・ＷＢ実修所課題研究会
岡山市東山公民館
2016年7月2日
平成28年度 第１回安全セミナー
岡山市津高公民館
2016年7月3日
第12回日本アグーナリー
静岡・県立富士山麓山の村
2016年8月12-16日
平成28年度 スカウト顕彰会
岡山国際ホテル
2016年8月28日
技能章（水泳章）講習会
鴨方B&G海洋センター
2016年9月3日
防災キャラバン
イオンモール倉敷
2016年9月4日

ビーバー交流集会（鷲羽山周辺）

第三地区 活動の記録

地区ベンチャー集会（金光聖ヶ丘野営場）

防災とサバイバル教室（津山市西苫田公民館）

地区総会（津高公民館）
観光地クリーン運動奉仕

地区協議会（津高公民館）

マーチングインオカヤマ奉仕

2015.10.11-12

第3地区ラリー
（新見市健康の森）

2016.2.21

防災とサバイバル教室（ビッグハット）

2016.9.11

スカウトの日

2016.8.12-16

第12回日本アグーナリー
（富士山麓山の村）

