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2018年12月20日発行ボーイスカウト岡山連盟広報紙
ボーイスカウト岡山連盟vol.10いつも、げんき！

　能登の素晴らしい環境の地で、県内スカウト・指導者計153名が冒険的
で楽しい6泊7日間のキャンプ生活を行いました。平素スカウト活動で培っ
た、「ちかい」と「おきて」の実践を促進する機会と、ジャンボリーならではの
プログラムに参加して、新たな発見や感動を体感しました。又、海外参加ス
カウトとの国際交流、スカウト同士の友情の絆を結び楽しい時を満喫しまし
た。特に全体行事は参加者が一堂に会し、開会式は「出発」、ジャンボリー
大集会は「ミライのチカラ」、閉会式は「新たな扉」をテーマに日中の暑さを
避け夜間の時間帯に実施されました。
　冒険的で楽しい野外活動を行いながら奉仕活動に励む「活動的で自律し
たスカウトを育てる」ことを目指す我が国スカウト運動最大の教育イベント
でした。18NSJは東京で　‼　　星山

　全国各地からボーイスカウトの仲間が支援に駆けつけてくれました。
●京都第55団ビーバー隊副長：岡本 正則 様
●愛知連盟 東海第1団ビーバー隊長：名桐 悟 様
●豊田第39団ローバー隊：石井 剛 様、古澤 直也様、蜂須賀 貴介様
●大阪連盟 豊中第2団：森嶋 知樹・森嶋 春菜 様
●滋賀連盟  彦根第１団：大橋 昭浩様
●埼玉県連盟 草加第3団：村山 寛 様、草間 明浩 様、山口 秀樹 様、
　橋野 和志 様、近藤 愛里 様、青山 光 様、中村 優友 様
●宮崎第11団：鬼束 香奈 様 ●宮崎第3団：山出 峻平 様

　2018年7月に西日本を襲った豪雨災害は、地元岡山にも大きな被害を与
え、特に真備町では住宅の2階まで達する甚大な浸水で多くの被災者を出
し、これにはスカウトや指導者の家も含まれていました。
　災害直後から総社第3団を中心に、指導者、保護者らがボランティアに参
加し、他の団も次々に募金や物資支援などに動きました。また県外からも埼
玉県連盟から10万円の見舞金や大勢のボランティア支援などを受けました。
　いっぽうビーバーからできる支援ということで、被災写真の洗浄ボランテ
ィアを継続して続けています。11月23日には「がんばろう真備KIZUNAフェ
スタ」に11の団から総勢37名のスカウト・指導者がサポートで入るなど、今
なお支援スカウティングは続いています。

2018年9月9日（日）　イオンモール倉敷
　日本連盟主催の防災キャラバンで、新聞スリッパやロープ結び、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。また
水害ボランティアとして活躍したスカウトたちの写真パネルも展示しました。

みぃべの
世界放浪ときどきボーイスカウト

www.scout-ok.jp
検 索岡山連盟

　「愉快なスカウト」のテーマのもと、スカウトの部22作品、成人の部39
作品と、たくさんの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団のローバー溝部光優君が、2018年8月
30日から約1年計画で世界を放浪しています。現在ま
で台湾、ベトナム、カンボジア、マレーシア、タイ王国、
ラオス、ミャンマー、バ
ングラデシュ、ネパー
ル・・・と続いています。
各地でスカウト関係の
人や現地の人々と交流
を深めたり、楽しいこと
やひどい目にあったり
と、生 し々い報告がブロ
グで発信されています。

その他の入賞作品（スカウトの部） 
ふ～ひと休みしよ（めっちゃ眺めがえ～） 岡山第26団　福田桃子
雨でも笑顔（^ ）^ちゃんと写ってるかなぁ？ 都窪第2団　黒瀬健太郎
その他の入賞作品（成人の部）
いざ、大海原へ！　津山第1団　中島玲子
たくさんほれてるよ　新見第1団　宮岡友理奈
ぼくら、火起こし隊！ 　玉野第1団　藤原隆司郎
虫食い葉っぱがハートになってるー　都窪第2団　三宅紗織
五重塔　岡山第23団　山本恵三
空飛ぶ円盤！？　倉敷第14団　穂積久史

第1地区
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

TEL: 050-5856-5434（見村）
Email: o�ce-d1@scout-ok.jp

第2地区

第3地区
TEL: 0865-44-6929（井上）
Email: show_trezire@yahoo.co.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

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：o�ce@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

ビーバースカウト
小学1年～小学２年 小学3年～小学5年 小学6年～中学3年

125人
カブスカウト

191人
ボーイスカウト

ベンチャースカウト58人・ローバースカウト33人
指導者198人・団委員ほか131人

139人

2018年11月24日現在

岡山のスカウトたちは、いつもげんき。

2018年8月4日～10日　：石川県珠洲市「りふれっしゅ村鉢ヶ崎」

全国からの復興支援活動ボランティア受入 8月10日～31日

　１７NSJに参加予定の総社第3団のスカウト川上君は、真備町の水害で家
の二階の半分以上が浸水という被害に会いました。これをうけて日本連盟
と岡山連盟から制服や派遣費などの支援を行い、川上君は無事ジャンボリ
ーに参加することができました。
　また住宅の浸水全壊被害を受けた総社第3団のスカウト３名と都窪第2団
の岡本ベンチャー隊長にも、県連からお見舞い金が渡されました。

　岡山で活動する2人組のJ-POPユニット「アンブランフォード」の曲が、ジ
ャンボリーの大会イメージソングに決まり、開会式でライブが行われました。
これに先立ち、派遣隊の訓練キャンプと8/26のスカウト顕彰会でもミニライ
ブをしてくれました。またその時、真備町災害へのお見舞い金もいただき
ましたよ。これでもう岡山連盟とはすっかり友だちだッ！

日本連盟と県連盟から川上君へ、ジャンボリー参加支援

各団がFacebookで活動の様子を発信しています。

全国防災キャラバン

（中学3年9月～18歳の3月31日） （18歳以上）

TEL: 086-423-0305（杉本）
Email: cub_sug@ms11.megaegg.ne.jp

倉敷第14団　江口すみれ倉敷第14団　浜崎 勇

スカウトの部

成人の部

倉敷第14団　宮武利丹伊

都窪第2団ビーバー隊　河本蒼矢

コミッショナー賞

事務局長賞

第17回日本スカウトジャンボリー
冒険～能登のチカラ未来へ～

西日本豪雨災害とスカウティング

西大寺第5団　宮本奈緒子

理事長賞

♫アンブランフォード♫
♫アンブランフォード♫

がんばろう真備KIZUNAフェスタ(11/23)がんばろう真備KIZUNAフェスタ(11/23)

被災写真洗浄ボランティア被災写真洗浄ボランティア

スカウト顕彰会にて(8/26)スカウト顕彰会にて(8/26)

ジャンボリー会場
にて2万人野外ラ

イブパフォーマン
ス(8/5)

ジャンボリー会場
にて2万人野外ラ

イブパフォーマン
ス(8/5)

★みぃーべの世界放浪ブログはここだ！

2018輝け！岡山のスカウトフォトコンテスト



第2地区 活動の記録 第3地区 活動の記録第1地区 活動の記録

2018年2月18日（土）　第3地区合同BP祭
高梁市有漢常山交流センターで、第3地区合同BP祭を開催しました。
高梁第1団・新見第1団・浅口第1団・浅口第2団・浅口第3団
スカウト・保護者・指導者　総勢66名
BP祭セレモニー、優秀スカウト表彰の後、高梁第1団・新見第1団の保護者・
指導者の方々が用意したおいしい昼食をいただき、午後は好天に恵まれ各
部門でゲームを楽しみました。

　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、今年度は中学生を限定とした少しハードな体験として、1泊ハイキング
とオーバーナイトハイキングを実施しました。

2018年1月20日(土)　浅口地区スカウト協議会行事
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72名
好天に恵まれ、元気にスキーやソリ遊びを楽しみました。

2017年11月5日（日）
わくわく子どもまつりin岡山ドーム

2018年11月4日（日）わくわく子どもまつりin岡山ドーム
　岡山市他主催のイベントに、第1地区のボーイスカウトがパネル展と魚釣
りコーナーを担当しました。

2017年11月11-12日（土日）　
2018年11月10日（土）～11日（日）　
　第1回から続けているスタッフ奉仕。大会前日は岡山駅構内で指導者保
護者がガイド役を担当し、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しました。

2018年11月23日（金）～25日（日）　閑谷学校
　団の継続発展のため、団委員長の任務や団が得られる支援についてしっ
かり理解するところから始まり、自団の状況とその問題点の把握のやり方、
それに対する改善策の立案へと続きました。そして、団の改善計画と自己研
修課題を作成し、併せて大きな希望も持ち帰りました。
　参加者：岡山連盟８名を含む７県連盟２９名
　所　員：岡山連盟２名を含む８県連盟９名　奉仕者：岡山連盟５名

2018年11月4日（日）救急法講習会　川崎医療短期大学
　総勢62名の参加で、大阪赤十字病院の山中先生、川崎医科大学附属病
院の井上先生を講師に迎え、AEDや心臓マッサージ、救急タンカや緊急時
の対応、心構えなどの救急法を学びました。

2017年12月2日（土）
ビーバー・カブ指導者研修　王子が岳「清嶺ふれあいの森」
　テーマは「スカウトソング」と「隊のプログラム」で、スカウトソングは、ボー
イスカウト歌集よりCDを聞きながら全員で、約90分口ずさみました。
　隊のプログラムは、部門別に各隊の資料の紹介や意見交換を約60分行
い有意義な研修会となりました。

2018年1月7日 倉敷市成人式奉仕　マスカットスタジアム
　今年の倉敷市成人式は、好天に恵まれ、スカウト3７名が出演しました。大
きな声で「おめでとうございます」と新成人の受付とお迎えをして、式典で
は、ステージに設置する風船を運びました。そして、ファンファーレの合図で
ジェット風船を青空へ飛ばしました。

2017年11月23日（水・祝）
ビーバー・カブスカウト合同集会・
山陽ふれあい公園

2018年6月10日（日）青少年健全育成パレード
　岡山後楽ライオンズクラブ主催の表町商店街パレードで、横断幕とプラ
カード持ちで奉仕しました。

　恒例の2018マーチング・イン・オカヤマに、32名のスカウトが奉仕参加。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。

2018年8月18日（日）
観光地クリーン運動
　岡山青年会議所主催の
観光地クリーン運動で石
山公園から岡山城一帯の
清掃奉仕に16名のスカウ
ト・指導者が参加しまし
た。

2017年12月26日（火）～28日（木）岡山市役所スカウト展
　岡山市役所１Fホールで各団のスカウトパネルを展示しました。

　子どもたちの遊びと体験活動の機
会をつくり、学びの輪を広げるととも
に、子育て中の保護者への支援の輪
を広げる事を目的としています。

　皇太子殿下に自分の経験を申し伝え、スカウト活動を通して皇太子殿下
と想いを共にさせていただきとても嬉しかったです。私が始めて心の底か
らボーイスカウトをやってきて良かったと思った瞬間でした。
　ボーイスカウトの活動は楽しいです。一人じゃ出来ないことも班や隊の
仲間が助けてくれます。班長が辛くて、泣きたいことはたくさんありました
が、今後これらの経験を活かし今度は私が支える者としてスカウトを助け、
指導し、スカウト活動の楽しさを伝えていきたいと思います。

地域と共にボランティア活動地域と共にボランティア活動
地域パワーアップ事業

ベンチャー集会技能章（救急法・水泳章）講習会

びーばーかぶでぇー

おかやまマラソン奉仕

ボーイスカウト講習会

「もんげー体験」
2018年10月27日（土）～28日（日）鬼退治一泊ハイキング
2018年11月17日（土）～18日（日）百鬼夜行ハイキング
2019年1月26日（土）防災とサバイバル（予定）

岡山県補助事業

2018年3月31日（土）～4月1日（日）　国立吉備青少年自然の家
2018年5月26日（日）　聖ヶ丘キャンプ場
2018年9月24日（月・祝）　国立吉備青少年自然の家
2018年11月24日（土）　高梁市図書館 

2017年12月17日（日）　津高公民館
2018年2月4日（日）　津高公民館
2018年2月23日（日）　金光教総社教会
2018年3月17日（土）　高梁市「市民交流コーナー」

国際貢献NGO（募集セミナー）・スカウト展
2018年3月11日（日）募集セミナー
2018年3月8日（木）～14日（水）スカウトパネル展
　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。
　また日本連盟から石井 琢磨 氏を講師に迎え、「新広報戦略１０本の矢」を
テーマに講演を行い、30名以上の参加がありました。

特別ライブ:アンブランフォード

プログラム研究会
2018年11月11日（日）　ビーバー部門　岡山市津髙公民館

団委員実修所

2018年3月18日（日）　第243回　倉敷市健康福祉プラザ
2018年6月3日（日）　第244回　岡山市吉備公民館
2018年12月16日（日）　第245回　高梁市有漢常山交流センター

セーフ・フロム・ハームセミナー

課題研修・課題研究
2018年3月4日（日）　岡山市津髙公民館
2018年3月24日（土）　岡山市東山公民館
2018年6月23日（土）　岡山市津髙公民館

課程別研修 岡山市津髙公民館
2018年5月12日（土）　ビーバー課程
2018年5月13日（日）　ボーイ・ベンチャー課程
2018年5月20日（土）　カブ課程

菊スカウト顕彰会
2018年8月26日（日）　於 倉敷アイビースクエア

平成29年度 富士スカウト代表による表敬｜総理大臣官邸・東宮御所
2018年3月27日（火）14:00~14:45 於 総理官邸　岡山第4団の長田薫さんが代表として参加
2018年4月5日（木）：東宮御所　倉敷第14団の岡谷実冶子さんが代表として参加

岡山連盟代表富士スカウト：倉敷第14団 岡谷実冶子

東宮御所・総理官邸 富士スカウト表敬訪問スカウト顕彰会

菊スカウト
伊藤 大貴 倉敷第16団
藤上 真基 倉敷第16団
小原 知也 倉敷第16団

合田 洸介 岡山第17団
北谷 憲韻 都窪第2団
成本 智哉 西大寺第5団

2018年5月3日（木）～5日（土）　くまスカウトキャンプ　閑谷学校
　くま19名、家族19名、ボーイ2名、スタッフ18名、計58名が参加しました。
何とか天候に恵まれ、新緑の閑谷の森で、2泊3日のプログラムを、他の団の
スカウトと元気に楽しく親しく活動が出きました。キャンプファイヤーの火が
消える頃には、頭上の澄んだ夜空に、弓なりの北斗七星と春の星座がいっ
ぱい輝いておりました。

2018年6月3日(日) 
ビーバー交流集会「コフンでポン」総社市備中国分寺
　当日は、天候に恵まれ、地区内ビーバースカウト32名を始め、保護者、体
験者、指導者、スタッフなど、総勢約130名が参加。古墳時代の豪族「きゆし・
よかなそい」を助けるため、ビーバースカウトたちは8カ所のポイントを探し、
ゲーム・古墳探検・植物学習・書道鑑賞・勾玉作りなどを体験しました。ビー
バースカウトの活躍のおかげで、豪族は、迎えに来た埴輪（はにわ）に連れ
られて無事、古墳時代へ帰って行きました。

2018年12月1日（土）
ビーバー・カブ指導者研修
王子が岳「清嶺ふれあいの森」
　「ご褒美の紹介とクラフト」をテ
ーマに、クルミボタンのブローチ、
針金一筆書きの自転車、ストロー
えびなど、スカウトたちへのご褒美
に熱い心で真剣に取り組む研修
会となりました。

2018年2月11日（日）
倉敷市こどもまつり奉仕　ライフパーク倉敷
　今年は、ボーイスカウトが開会式を担当し、玉島第5団のカブスカウトが
司会と開会宣言を元気にはきはきと大きな声で努めました。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、早打ち手旗、一人班旗立て、ロープ回しのデモンストレー
ションでスカウト技能を披露しました。

2018年7月1日（日）台中市
　岡山第17団のボーイ隊副長 藤原

常智さんが、中華民国童軍総会で

国際友誼章（日本連盟の国際親善

章）を授賞。受章理由は、日本スカ

ウティングメモラビリアクラブのメン

バーとして、台北市連盟に文物の寄

贈などを行い、日本台湾の親善に

寄与したことが認められました。

2018年5月31日（木）　岡山県天神山文化セン
ター

　中村賞とは、県下の青少年健全育成につい
て模範となる個人や団体

を顕彰する賞で、公益社団法人岡山県青少年
育成県民会議が毎年表

彰しています。今年は青少年団体・グループの
部で岡山第17団が、青少

年指導者の部で都窪第2団の坪井慈朗氏が受
賞されました。

国際友誼章 受賞

中村賞 受賞

2018年10月9日（日）マーチング・イン・オカヤマで奉仕

2018年9月2日（日）水泳章講習会　浅口市鴨方Ｂ＆Ｇ海洋センター
　ＢＳ（８名）・ＶＳ（２名）、および予習としてBS初級（１名）が参加しました。　

2018年9月24日（月・祝）国立吉備青少年自然の家
　参加者は、ビーバースカウト192名、カブスカウト286名で計487名ですが、家族や団関係者を合わせると総勢約520名の大集会となりました。


