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お 金 では 買 えぬ しあわ せ

「 愛なき身には味方な し

汗 で 買い

心淋 しきまま、自らへつ

ブト

あれ になろ う、 これにな ろ う
と、 あせ るな
黙 つて、 まづ、 自分 を動 かぬ
ものに 作 り上げ ろ。

らい寄 る人をば喜ぶJ
「 結局は人だ 結局は心だJ

井ム

人格接触 を昂め よ う
本年度の夏の行事 も無事 に終 る事 が出来 ました。 これは常 日
頃のスカウテイ ングの賜 と心 より感謝す る次第で あ ります。特
に勤務のかたわ ら、少なぃ閑時を利用 してス カウテイングに全
力をあげ努力 して下 さる、隊長、副長 さん方に心 より感謝す る
ものであ ります。
先回の地区合同野営を静かに反省する時、隊長、副長さん方
の努力 が正 しい方向への努力 であつただろ うか ?。 ス カウテイ
ング 2大 制度を充分活用 していただろ うか等 々考えればきりが
なぃ。
「 ベ ーデ ンパ ウエル 「の頭脳 と豊富 な経験 と、深い人生観と
正 しい世界観、 もゆ るよ うな人間愛 と敬虔 な信仰、固い信念等
々を緯 とし、心理学、教育学その他近代科学を経 として編み 出
された この ス カウテイングは偉大 な教育法 では あるが決 してこ
むつか しい ものではなぃ。 これをいわゆる「 使いこなすJ能 力
は多 くの人 々が持つている。それを使いこな し得 なぃのは、そ
の人の認識不足か、努力が足 らなぃからだ。お互いに励むべ き
ことで ある」 と。今一度正 しい ス カウテイ ングを知 り努力せん
ことを……。
]口
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秋葉山にての三 土会で合同野営 について反省を行つた。 ここ
に記 し、次回の野営 にはこの よ うな事 のなぃ様、 日々のス カウ
テイ ングに精進 していただきたい と希望する。
①野営 に一番注意 しな くてはな らなぃ衛生観念の不足。
② プログラムを正確にたて有意義な内容にしな くてはならな
い

。

O班 制が活 用 され ていなぃ と ころが あつ た 。
④設営材料 の不 足。
⑤野営場 の 広 さを もつ とは しか つ た 。
O成 人が野営、食事 の準備等手 伝 うキ ヤ ンプは 今後 は や めた
い

。

以上である。最後 に私 として次の様 な事 を感 じた。
次第 に形式化 し機械化 してい く傾向が生 まれ、指導者 とス カ
ウ トとの間 に全人格接触のチヤンスが失われは じめているので
はなぃだろ うか ?。 それ故キヤ ンプこそ良いチヤンスである。
指導者 とス カウ トの人格接触 (パ ーソナル タツチ)を もつ とた
かめな くてはな らなぃ。

第11回 世 界 ジヤ ン ボ リー に参 加 して
浜松第 4団 年長隊

内

7月 28日 の夜、羽田を出発 しア ンカンツデ、 コペ ンハーダン
を経 て30日 の午後 にギ リシヤのマ ラ ソンヘ着 きま した。 まず 最
初 にみんなの目に入つた ものは、白い壁 の家 々、赤ちやけた上
と真青な空で した 。
次 の日から数 日間 とい うものは色 々の作業 で大変いそが しい 日
を過 ごしました。一週間 もたつ と、みんな風 の強 い乾燥 した こ
この気侯。
びんず めの水。 (水 道 の水がのめないため)ま つた くちがった
′
ば ら くして
食事にもなれ て、地下の貯蔵 庫 などを作つたのもヒ
か らで した。英語 もみんなどうにかこ うにか通 じるよ うにな り
友だち も多 くで きるよ うにな りましたが。朝から晩 までのギツ
シ リつ まつた ス ケジユールの中で友だちを作 るとい う事 は大変
な困難が伴ないました。 しか し外国の スカウ トは 日本のス カウ
トと くらべ るとなにか大変暇なよ うで、隣のサブキヤ ンプ (ス
コツ トラン ド)で はいつで も楽 しそ うに合唱 した り、 バ イブ パ
イプを吹 いた りしていた し、 フランスの友だちは、一 日中ぼ く
の班に来 て遊 んで行 く。 どうしてそんなにI限 なのかわか らなか
つた。
このジヤ ンボ リーを見て感 じた事は、なにかやた らに行事が多
かつた事、色 々の行事を行 うのに時間が守られていな く、長 く
また された事だけで、あとは設備なども りつばで大変良かつた
と思 い ました。
ジヤンボ リーが終わ ると、私たちは 3台 のバスに分乗 して ヨー
ロツパヘの旅 とギ リシヤ を 出発 してユーゴス ラビアヘ 入 リスコ
ピエの地震 のあ とを見 て、 日本人 の経営 している繊維類 か ら糸
そ して布を織 るまでの一環 した工場を も見学 した。ベ オグラー
ド、ザグ ンブを経てオ ース トリアのウイーンに入 り、 ドイ ツの
ミュンヘ ンを経 てスイスのバ リセ ンンと言 うチユー リツヒの郊

田

博

人

外 の町へ 着 き、 ここ
で 多 くの ス カウ トと
多 くの一 般 の人 々か
ら歓迎 を うけ ま した
ここで みんな 2人 づ
つ 各家 に別れ て分宿
しま した 。 ぼ くの泊
まつた 家 は、 おば あ
さん とむす こさん夫
゛
婦 の三 人 く ら しで、

第 H回 世界 ジヤ ンボ リー第 1隊 ゲー
ト風景 於 ギ リシヤにて 1963.8

ご主人はチユー リツヒの税務署へ勤めているそ うだ。 ヨーロ ツ
パの人 々は多 く日本 の国へ関心を示す。 この家で も日本 の茶器
墨絵、生花 の本な どを見せて くれ て色 々と日本の事 について質
問を された 。 ここへ 泊つた事は 一生の良い 思出と な るで しよ
う。 イ ィター ラーケ ンではユングフラウンと呼ばれ る山に行つ
た 。 ここは映画「 アイガ大岩壁へ い どむ」の ロケのあつた所で
す。
次 の日は、ギ リンデルステイツクのスカウ ト野営場を見学 し、
とて もた くましく力強 い感 じが しま した。 ジ ュネープを経て フ
ランスのパ リヘ入つた時、思 いがけず ジヤ ンボ リーで 友達にな
つた フランスの少年 が 尋ねて来 ました。そ して彼に パ リの町を
案内
アして もら うことがで きた のは大変すば らしい事で あ りまし
た 。 ドーバ海峡を船で こえてイギ リスに入 りました。 ロン ドン
ではベ ーテンパ ウエルハ ウスヘ泊 ま り、ギル ウェルパークなど
を見学 に行 きました 。
この一 カ月の旅行を 135名 もの人が無事 に行つ てこられた事
は、 スカウ トの間に強 い友情があつたれば こそ出来る事 で ある
と思い ました。
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班 制 度

グルー プ教育の意義

1、

班制度は ス カウ ト教育 の基盤であ ります
此 の制度を軽視 した り、その運用が不適
当であつた りした らBS教 育は成立 しな
い と言 う程重要な制度であ ります。
団体組織上 の形式 として、又は事務的や
便宜上 に考えられた ものではな く、生命
を持つた有機体であ ります。それ は、児
童心理学 に基礎をおいて、深い研究 と愛
情 の下 に勘案 して創始されたものであ り
ます。
少年 の本能
子供は、年代 に於 てその人数は多少異
りますが、群をつ くる本能を持つてい
ます。 (集 団本能、徒党本能)。 これ
は第三者が人為的に、命令 して作つた
もの より強い団結 力を持つ ています。
5才 〜 11才 (年 少期 )… …・5〜 6人

12才 〜 16才 (少 年期)… 7〜 8人
17才 以上 (青 年期)"… 03〜 4人
大体上記の人数は少年達 の本能 に基づ
くもので、その輩固さは人数が限定さ
れ て居 ます。
そ して必ず ぃわ ゆるガキ大将が居 りま
す。
1亜

≡
1lζ 宅
21重 漁
El賀 冤
奮
会
[

て善 に も悪 に も進んで行 くものです。
以上が悪に進んだ時 に不良少年 のグル
ニプ として非行 に専念す る強固なもの
とな ります。此 の本能を巧みに利用 し
たボ ーイス カウ トでは、班iと してパ ト
ロール ンステムとして実施 して居 りま
す。
2、

指導児の育成

人間一生 の うち、ガキ大将 の下 にあつて
グル Tプ を作つている時代 の感化を受け
る事は大 きく影響す る もので、その人の
将来の大半はそこで左右され ると言われ
ます。従つてボーイス カウ トでは、その
ガキ大将 …… よい班長をつ くる事 に重点
が置かれ ます。
指導者 (隊 長)の 最 も大 切な仕事 はよい
班長 に仕立てる事で あ ります。
此 の年代 の少年 は英雄崇拝心、冒険,い 、
移住本能、原始的本能 に富んで 居 ります
ので、その心理を利用 して班長を通 じて
指導 して行 くのがボ ーイス カゥ ト教育の
特徴で あ ります。
班長はその班の指導児であ ります。

(パ

トロニル,シ ステム)に つ い て

班員は 自分達 の中か ら最 も信頼で きる人
を選挙 によつて選び出 します。
隊長 は班長を よく指導 して行き、班員の
指導は班長によつてや らせます。
ヒカを応用 して切瑳
そ して仲間同志の感イ
琢磨 し、相互教育、相互扶助 に より友愛
を生 じ、自治 が築かれ て参 ります。隊長
は よき監督者で あ り、 よき協力者 とな り
ます。指導能力の面 から、教育学上個性
教育は 30〜 35入 以上は無理で あると
言われ ます。従つて、 ボ ーイスカウ トで
は 1ケ 班 8人 を限度 として 1ケ 隊 4ヶ 班
以下 と定めて居 ります。1ケ 隊 32人 を
最大限度 として居る訳であ ります。

IⅢ Iし
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璽 雉 職 撃
は時間的に も、場所的に も差支えがある
が、班長教育 なら僅か な時間、小 さな場
所 で指導す る事が 出来 ます。叉その方が
集会 もし易い し家庭的、社会的生活で も
あ ります。
欧州のある小学校で一年生 を集めて理科
の実験を した時のお話であ りますが、
△子供の全然知らなぃ器械 の動 く原理 を
先生が説明 した ら、理解出来た ものは

36%で ぁった。
△ それを、先生の説明で理解出来た子供
に、同 じ年頃の子供 に説明させたら 9
0%理 解 させる事が出来た。
子供には子供の言葉 があると言われ てい
ますが、言葉 だけでな く、観念 の交流が

松編
区
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てやる。
○班は楽 しい家庭でなければ ならない。
○大人の指導者の仕事を半減す る と同時
に、 もつ とも有効 な ものにす る。
等 の事 につ いて配慮 してや らなければ な
りません。隊長は、子供の先導者が隊を
指導出来 るよう指導、訓練す る事 に努力
します。
1
その訓練、指導が 出来れば、自分 の仕事
は減つて、而 も隊長が居 な くても立派 に
集会も、ラ1練 も行 う事が 出来 ますc

l亘 1乍 L￡ 二魂 蓬 だ讐こ算
し隊長を楽 にす るために行 うのではな く
ただこれが、人格涵養のために、一番 よ
い方法であるJと 言 つて居られ ます。
此の班制度を更 に教育的に効果的に活動
させる為 に班長、次長、記録係、会計係
備品係、野営係、衛生係等全員に何か一
役つけ、 どれで も一通 り出来 る様に し、
此れ によつて彼等の中に隠れた才能を発
見す る事 が 出来 ます。
班名、班標章、班旗、班別章、班呼、班
記号、班精神、班標語、班善行、班競技
班 ハイ ク、班会議、班記録、班報告、班
野営、班 ルーム、班長班、班訪問等の種
々の きま りが全て班を中心 と定 められて
居 りますが、夫 々その詳細は別の機会に
申 し上げたいと思い ます。

あ る事が判 ります。
ボ ーイス カウ トの指導系統は
A、 隊長→上級班長 →班長 →班員
B、 隊長→班長 →班員
で あ ります。

lII璽

鷲 鮮 譴 糎

重l乱 豪

育 も、 自発教育 も出来 なぃ し、又社会人
で ある隊長 には時間的に余裕 もなぃ し、
い理的要求 に も合致 しません し
子 供達 の′
そ うした隊は伸びても行 きません。
スカウテイ ン グの 目的は
1、
よい公民をつ くる、ばか りでな く
よき指導者をつ くることであ ります
少年 は練習を し、経験を しなければ、そ
れを覚え る事は 出来 ません。新教育で も
なす ことに よつて学べ と言われ て居 りま
2、

す。
○練習 した り経験す る機会を多 くつ くつ
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天 自雲 と共 に暁 け 水 は明月 に和 して流れ る、吉沢 純道
浜松地区合 同野営を北遠の仙境川宇連 に
於 て昭和 38年 8月 2日 〜 5日 (3泊 4
日)キ ヤンポ リー型で開催 した事は、 テ
ス トケース として、当事者は種 々と反省
す る所多 々あつた と思 う。輸送関係では
遠州鉄道 の団の方 々の御協力 と共 に陰 に
陽 に御迷惑をかけたか と思 う。二百有余
のボーイス カウ トの大世帯ではあるが、
各野営区の野営長並びに隊長を中心 とし
て、 よく統制下に行われた。世間一 般の
キヤ ンプ と異な り、其 の野営生活 の中に
教育的分野 は培われた と思 う。 ボーイの
中には、初 めての経験ではあつたが、各
々持 てる力を全幅 に発揮 した と云つて よ
い。然 し道は遠い。常 に ス カウ ト精神を
以つて前進叉前進 の心構えこそ要中の要
であ る。「 そなえょ、常に」とは、この
辺の消息で ある。 この言葉 の底 に力強 き
ものを叫んでいる。そ なえあるもの一一
我等のた どる道は、現前 の事実と して今
日より外にはなぃが、今 日を通 して「 そ
なえよ、常 にJの 永遠 の斯 の道 で ある。
「 若 き日よ、す こやかな 日よ続け。汗ば
む この力、手 に足 に胸 に力は、 こ もる。
した しき友 よ、いつ まで も、いつ まで も
輝 しき永遠 の 日は続け「 合同野営全 日を
通 じ、大過 な く、其 の成果を得た るは、
当事者諸氏 の細心 の注意 と準備を以つ て
献身運営の結果 と思 う。
地区 コ ミツシ ヨナーの教育視野 か ら観る
ならば 白雲万里総べ てに足 らざる所があ
つ た と思 う。初 めてキヤ ンプの参加者の
中には、 こうい うのがあつた。「 草が沢
山あ りす ぎ、 ここが私達 の野営場だ と思

つた時 ガツクリ来たが、張つて見 る と素
晴 しく出来た。 これから三 日間 ここで住
む と思 うと、 とてもうれ しい。一人の ス
カウ トが、 もうホームシツクになつた。
誠 に早いι先が思 いやられ る。 まむ しが
出ると云 うので緊張 した。然 し、物事は
やつ て見れば 出来 る ものだ。常 日頃の訓
練教育が野営 の行事や態度 に表われ る。
大人数で も少人数で も、 チ ームワークの
とれてる隊は実に気持が よい。キヤンプ
サイ ドの見学―一教え教えられ る所 が あ
る。隊毎 に創意工夫、特色があるの も亦
興味である。私は朝礼 の言葉 に於 て人間
として本来進むべ き道を念 じて話 さして
貰つた積 りである。諸君が緊張 して聴 い
て くれたのは とてもうれ しい。地中の清
水をポンプで 押 し上げるようなもので吸
い上る ものは、 自の心 の上に溢れて居る
唯それを押 し出すだけで ある。語らざる
内に皆の胸にみな ぎつ て居る。声前 ノー
句不聖不伝とい う所 で ある。 これは他で
は味 うことの出来 なぃ境地であ る。
「 何事のおわ しますかは知 らね ども、か
た じけなさに涙こぼ るる」である。 BS
は理 窟ではなぃ。意義ある人生の今明日
をた どる体験である。合同野営中医療班
の諸先生が御多忙 の処を交替で本部 に控
え て下 さるのは、 どの位心強いか知れな
い。全員安心 して野営の行動が 出来た。
本当に有難 い事で ある。
今度ほど天候に恵 まれた事はなぃ。晴後
雨、雨後晴、絶好の訓練 日和であつた。
「 幸に瑞世の雨あ り。何ぞ一声 の雷 をも
ちいんやJ所 ではない。雷鳴にわかに起

合同野営をかえ りみて
浜松地区 の合同野営が初めて行われた の
は、 6年 前 の昭和 32年 の夏 と記憶 して
いる。当時は今 日の様に、各隊共、天幕
や炊具、工具等 は殆 ど整つて居 らず、夫
々の隊に於 て野営工具等は スカウ トの家
庭か ら持ちよつて参加 した ものである。
然 し当時 とて、今 と変らぬ野営訓練が、
楽 しく叉厳格に行われ、そ の時 の苦 しか
つた思い 出が、 楽 し くよみが えつて来
る。北遠 の県境近い渋川で合同野営を行
うようになつたのは昭和 33年 か らで、
もう5年 にもなる。
毎年新 しい隊が発足 して此の行事に参加
す る隊が増 し、年 々盛大 に行われ るよう
になつた。一方キヤ ンプサ イ ドの選定 に
リーダー 諸氏が 頭を痛 める しまつで あ
る。
今年 は三つの野営区 に分れ、夫 々の野営
区に於 て、 いろいろなプ ロが組 まれ 、隊
の 日頃 の訓練ぶ りが発揮 された。
特 に今年 は各隊共新 しい、そ してあ まり
野営 に経験 の少 なぃ ス ヵゥ トは スマー ト
ネスであれ、 と云われてい るが、山の中
で も同 じことである。汚れた シヤツや靴
マー トネ スで
下を身につ けてい るのは ヌ、
̀

る緊張の一 コマで あつた。キヤ ンプは喜
びも悲 しみ も幾歳 の人生 の縮図一一風あ
り雨あ り、亦楽 しからずやである。
塵一本残 さず、掃 き清 められた撤収後 の
キヤ ンプサイ ドを眺める時、何 とな く今
別れ行 くさび しさと共 に川宇連 の森 の構
に合掌したい気持で我が眼 は うるお う。
森木立の 自然は、黙 々として居る。 この
黙 々の中に天籟の妙音を聴 く者は、人間
に与えられたる私の秘密である。頭上漫
々、脚下漫 々、誰れ の もので もなぃ。
万人一人 、
人
「 私Jの ものだ。一年万年、
類 の内 より選ばれた るものの「 私 の秘密
Jで あ り喜び感激である。F′ いをす こや
かに徳を養いますJ者 に与えられ る「 私
の秘密」で もある。合同野営出発並 に帰
還の時、再度 にわた り平山博三 浜松市長
よりの参加者 に対 し激励 と訓示を して下
さつた事は思い 出の一つである。
帰還一一浜松市役所前 にては、特 に牧野
英司市会議長 よりの挨拶 には感銘を新た
に した。私は思つた。今この広場に立て
るボーイス カウ トが野営地を撤収せ る時
の如 く、紙 屑一 ツ塵一 ツ残 さなぃ ように
この名誉ある市役所 の広場を汚 さない よ
うに しなければならなぃと。名誉 にか け
てこの広場を清 く正 しく守つて行 かなけ
ればならなぃ。 この一事 の実際が 自分を
更 に正 し く守 り育 てて行 くのだ。 ボーイ
ス カウ トよ我等の広場を汚 さざれ、我等
の道を守れ と祈 りなが ら帰路 についた。
終 りに「 天は 自雲 と共 に暁け水 は 明月に
和 して流 るJと い う禅語を以つて、随想
の筆を欄 こう。 (合 同野営・ 野営長 )

地 5ミ
副 牧 野

はなぃ。叉衛生的でなぃ。
家 に居 る時はお母 さんが洗濯を して下 さ
ると思 うが、野営 に行けば、自分 の事は
全て自分 で しな くてはな らなぃ。 これ も
一つの貴重 な経験 である。
野営 は苦 しく叉楽 しい ものである。 この
次か らは気をつけてや ろ う。
今年 の野営 は天候 に恵 まれた理想的 な も
ので あつた。
或 る年 は毎 日降 り続 きの事 もあつ た。キ
ヤンプには雨がつ きものである。その上
今年 は夕方雷鳴と共 に夕立があ り、一時
は各隊 のスカウ トが若千混乱 したが、雨
に対する対策を充分考え、 ヽそなえ よ、
つ ねに ヽの精神を忘れ なぃ様 に努力 され
たい。
大 自然の中で生活 し、人格円満、身心共
に健康、そ して何かの技能を身につけ、
奉仕 の心を持つ。 この様 な事が知らず に
ス カウ ト諸君 にそなわつて くるのです。
3泊 4日 の野営 も無事終 り、いろいろ忘
られなぃ思い出と貴重な体験を活か して
日頃 のス カウテ イグの向上 の為 に役立 て
て行 きた い ものです。

【写真説明】
(上 )沢 、道路 の巾 10m上 を第 3野
営区渡辺小 コ ミの指導 に よりSSが 中
心にな り架けられた モンキ ーブ リツチ
(下 )第 1野 営区稲垣小 コ ミ指導 に依
り、信号塔縛材作業、 もう立てるだけ
で す。
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関 東 実 修 所 に 入 所 して
先年 か ら希望 しておつた実修所課程も
仕事 の都合で今迄参加 出来ず残念 に思つ
てお りましたが、今回勤務先 の課長や同
僚 の皆 さんの協力 に より、去 る八月十一
日より十六 日迄、 日連山中野営場 で行わ
れた、関東埼玉実修所第一期 を、満足な
成績 ではあ りませんで したが修了 してま
い りました。その感想を簡単に記 して見
ます。
実修所 は 自分 で修め る場所であ り、習
う処ではない と開所 式 の言葉が一番印象
に残つ てお ります。
私 の班「 ふ くろ う」一つに しても F年
令」「 指導歴」 の差があ り、結束 した班
の中に も「 能力Jや「 特技J等 で差があ
り、叉当然あ るべ きで あつたで しようが
他人 の行動や能力を参考に し、そ の中か
ら何かを自分 の ものに し、 ス カウテイ ン
グに活かす のが実修所 で あると思 いまし
た。無限 に広がつた スカウテイ ングの門
を開け様 とする糸 口を見つ けさせ るのが
実修所で あると感 じました。
その為 にはやは り指導歴二年以上の人
が参加するのが適当ではないか と思いま
す。

浜松第 10団

◇ パイォ ニヤ リング (開 拓 )
現在では開けすぎた感のあ る山中野営場
では充分 ではなかつたけれ ども、自然 に
対する興味や冒険 についてる カウテイ ン
グの上で大変参考にな りました。 アツ ク
ス (洋 式大斧)の 使い方一つに しても目
新 しい事で したが、時間に追われ て充 分
な実修が出来 なかつた ことは残念で した
◇ シグナ リング (信 号通信 )
モール ス信 号の不勉強は、誓 いの「 いつ
も他 の人 々を援けますJの 実践 もこれ で
は……と感 じられ、深 く反省 l′ てお りま
す。
◇ キヤ ンピング (野 営 )
自己 の隊 の反省 として、野営 用品の不備
が感 じられ ました。不足 な ものを工夫 し
て行 な うの もス カウ トで あると、反論す
る人が有るか もしれ ませんが、班別教育
のス カウテイ ングには、ある程度 の用 品
は欠せない と思いました。
◇ ォーバーナイ ト (一 泊ハイ ク)
始 めての経験であ りましたが、 ハイ ク想
定 の導入 の仕方や隊長 の道化ぶ りは、真
迫性があ り我 々の過半数は本物だと思つ
゛
た程です しか しもう少 し変化 のある コ

一 日交 通 指 導 員 に な つ て

3鼻

SS隊 長

後

藤

守

8号

利

―スの方が スカウ ト、特 に年長 ス カウ ト
には例えば登山 の様 に征服感 のあ じわえ
るコースが必要ではないか と考えました
所員としても、年令 の差が大 きいため苦
慮 した と思い ますが、私はもう少 し苦 し
みや忍耐 を要求 され るものと思つ ていた
だけに、期待はずれ (或 はそれが幸い し
たか もしれ ませんが )で した。
◇キヤンプフアイヤー (営 火)
営火は スカウ トの 日で あると云われてい
ますが、出しものや特 にエールマ スター
の盛 り上げ方は大 変参考にな りました。
◇竹の他
ゲー ムの取 り入れ方、特 に夜間 ゲームに
ついては興味を惹かれ ました し、 ゲーム
の作 り方や、ルール等 についても、 ゲー
ムマンヘの糸 口を見つけ大変参考にな り
ました。
何事 に もスカウ トに想像やイ メージを
与えなければ成功 しなぃと反省す る所 も
多 く見受け られ ました。例えば林の中の
アツクスの音の響き、大人で も自然の中
の リズムを感ず ることで しよう。

賢 鈴木正良
縁
葎霊長

14日 、ぼ く達 ボーイス カウ トは浜松中央警察署に集合、
になつ
た道路交通法 についてお話を聞いた あと、何班かに
改正
かれて
街頭へ 出た。そ してちらしを通行人に配つた り、 お巡
分
りさんの お手伝いをした。ぼ く達 の班は有楽街の人 口の横断歩
道 に行つた。お盆なので大変な人 出で あつた。ち ら しを配る時
初 めは少 し恥 しかつた。ぼ くがちらしを

何だかいい感 じが しない。 もう少 しボーイス カウ トのぼ く達
に理解を もつ てほ しい と思つた。叉大人は余 り交通規則を守 ら
なぃ。横断歩道 を渡 る時、最初安全地帯へ入 るまではいいが、
その後、自動車が止まつ ていると云 うので、後半分 の歩道の途
中か ら、自線か ら出て行つて しまう人が多い。見 ていて危 ない
なと思つた。注意 しても、 しらんふ りを して行つて しま う。

「 どうぞJ
と云つ てさし出 したら、急に、にやにや して急いで逃げ ていつ
て しまつた。 r

大人が もつ と規則を守つて くれれば交通事故は防げ ると思 う
一 日も早 く交通事故のない模範都市浜松 に したい と思つ た。

7月

少 年 を理 解 し よ う
一
一
一
一一
´

して先輩や友人はなぃか。 もしいなかつ
た ら本 とい う良い師がいる。 この ごろの
'関
若 い世代は、本へ の 心が薄 らいだので
はないだろ うか。 ボーイスカウ トの隊長
や副長は この F話 を聞い て呉れ る人 とlノ
ての最適任者で あるJと 思 う。
「 何か パ ツ トした事をや りたいJと の
意見には、男の子たちはほ とんど共鳴 し
ていた。 自己顕示、英雄礼讃の年頃 らし
い。野球や芸能で ヽスイ星 ヽの如 く出現
す るス ターはやは り彼等 の あ こがれのま
とだろ う。そ うい う素質 の持主は暁 の星
の如 く少 ないのだが、誰 も彼 も自分 の素
質 はたなに上げて、 こ うした願望を持つ
それが フラス トンーシ ヨン (欲 求不満 )
になつ ていろいろ発現す るのだろ うが、

´
一一
一
ヽ

あ るテ ンピで「 17才 の声Jを 聞いた
東京都内の ある区の少年少女達 で学生、
店員、勤労者等で ある。彼等がまず第一
にいつたのは「 17才 、17才 と、何か
悪い年代 の見本の ようにい うのはけ しか
らんJと い う事で あ る。
もつ ともな事で ある。大 変微妙で、難 し
い年代 だが、ま じめに学び、ま じめに働
く 17才 が大部分 で ある。
「 オフクロは話 し相手 にな らなぃし、
おや じはブス ツとしていて近づ き難 い。
学校では先生も親 しみに くい。話や￨※ み
を聞いて くれ る人 もないJと い う発言 も
あつ た。
ヽ孤独の青春 ヽの告自で 何だか同情 し
た くなつ た。「 話 を聞いて呉れ る人Jと

テ ロ志願
などもヽ
パ ツとし
た事をや
りたい ヽの 変型ではなかろ うか。
親 と子 の問題 について女子学生は こうい
つた。「 私達 に古 くなれつ たつて古 くな
れ つ こないのだか ら、親 が私達に歩み よ
つ て きてほ しい」誠に名言である。 17
才は どんなにつ とめても ヽ古 くなれつ こ
なぃ ヽので ある。而 し、親たちが ヽ新 し
くなれ つ こない ヽでは解決 しないばか り
でな く共任1れ になるおそれがある。
現代 の親達、大人達 は新 しくなる事に
つ とめるべ きで あ ろ う。我が子を、若い
世代を よく正 しく理 解す ることだ。

第
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9号

ン ウ エ ル に 学 ぶ
ギ ノ
原理 は一つ
技術は 日々向上進歩を遂げ てい る
スカウテイ ングに於 て、職人を養成す
るところではなぃ。
而 し、それ以上 の技術を要 求す る…。
此の言葉は、古田誠一 郎所長が開 ロー
番、申された言葉であ る。
私 は幸に も、 日本ギル ウエル第 10期
ス カウ トコース 人所を 許可 され、8月

16日 、浜松を離れ る事にな り、一 まつ
の不安 と、表現 しに くい感情を胸 にひ竹
めた もので した 。
幸なるかな、 プラツ トフオームまで私
の不安を取除 くかの如 く、先輩 U氏 が激
励 と勇気づけに来 ていただいた事 には叉
と得がたい力強 さを覚え、列車の人 とな
る。
上野駅で、大橋磐田地区 コ ミと落合い
那須野営場 へ と向 う。翌 17日 正 午、三
島神社 に集合、軽食を給与され、班、隊
編成 (2ヶ 隊編成なる)個 人装具の点検
野営場入 口にて、言葉短い、味の ある所
長 の言葉 に、三つの約束を し、10日 間
ベ ス トを尽そ うと固 く心に誓い、健児の
゛
間を くくる。
の どもと過 ぎれば ……と云いふるされ
た諺があ るが、健児の門を くぐつた時の
気持は、一生を通 じ忘れ られぬ、強 い心
境 で あつ た。

3号 4号 で先輩宮沢、牧野両氏が、ギ
ル ウエルで学ばれた記事が載せ られ てあ
りますが、全 く同感です。
特 に私 は、 ス カウ ト教育 に於け る、2
大制度の うちの パ トロールシステ ム (バ
ツチシステ ムと共に)が 如何 に重要な位
置を占めておるか と云 う事を 10日 間つ
くづ くと考え直 された一つで す。完全 な
GB教 育 (班 長)が なされ、 パ トロール

終 る=69回

浜松地区事務長

システムが生か され ておる隊に於 ては、
充分 な成果をあげ得 る事が出来るが、そ
れが欠け、 なされ ておらない と云 う事は
何等一 般子供会 と変 りはない と云つて も
良 い と思えます。完全になされておるな
らば、おのず と一一 バ ツチシステ ム (進
級、技 能制度 )に しても○02級 とよく
呼ぶ ものを急造せな くて済み竹 うな問題
で あろ うと考えさせ られ ました。
実力の伴わぬ、実績 のないものに、与
え る為 にあるバ ツチシステムでないはず
で す。努力 に対 し賞讃 と激励 こそすれ、
誤つた解択で行つておる事はすまされな
い問題だろ うと思います。
毎朝の点検、講評、優勝 ……。 これ ら
は私に取 つて最 も収獲の大きかつた一つ
です。それ は一つはチームワークと云 う
ことです。 もう一 つは、人間接触、´そ こ
か らおのず と生れて くる人格型成です。
点検 に例をとるならば、受け る気持 にな
り切つて (ス カウ トの気持にな り切つて

)点 検をな し得るならば、おのづ と人間
愛 が漂つて来 るはずだと思えます。
班長を中心 にして作業する。何 と愉快
な素晴 しい ものだろ う。少年が好む もの
は、 ス リル と胃険です。正 しく導 いてこ
そ少年 の夢は、大 き くふ くらみ、物事を
正確 に判断出来 る少年が生れ て来 るもの
です。
障害探渉 (那 須で体験 した一 こまで あ
りますが )
それは、各関所 の突破は、班のチーム
ワー クに よつ てだれで もが突破 (克 服)
しなければならない。 もし出来ない もの
は、その関所 の前 で大 きな声で「 お母 ち
やんJと 呼ぶ もの とする。
想定
君はア ンデ スの狩人である。断崖の上

BS指 導者養成講習会

(於

輪

悦

商

に住む大 ワシを生捕 りに しなければ 1人
前 にはなれない。 さあ元気を出 して断崖
を登 りたまえ ……。 ア ンデスの光栄は、
ロープを渡 り終えた ところにある一。
と云 う様な具合で 、高 さ 15mの 縄ば し
ごで登 り、そ こから斜 めに ロープを滑 り
降 りるので ある。勿論地上では、あ教 ロ
ープを用意 してはあ りますが、 チ ヨツ ト
゛
ス リルがあ ります。ゆらく縄ば しごを登
る時、 ロープを滑 り降 りるのは、滑台を
すべる具合 たはゆかない ものです。
゛
めまくるしい体験 に、 なる程 ヽなす事
に依つて学 ぶ ヽものか一一。先輩 は うま
ぃ ことを云つた ものだ と体感をす る。 ま
た、 BS関 係 の書籍は ヽ日で読む もので
はない。体で読む もの ヽだ と教えられた
事が、一泊 ハイ クに依つて尚一 層強 く胸
に刻まれた次第で ある。
原理 は一 つ
長 い様で短かつた 10日 間、一生に於 て
貴重な 日時で あつた。竹れは ス カウテイ
ングに於け るお客様は子供で あ ると云 う
事で ある。 とか く私達 はそれを忘れ る様
な事はないだろうか ?大 人の考え方 のみ
で事を運ぼ うとす る事 はないだ ろうか ?
今一 度、 ボーイスカウ ト運動 は子供 の
為 にある運動 だと云 う事 を回顧 してみ る
必要 はないだ ろうか ?
閉会式 に古田所長が云われ た 4つ の事
をみなさん と共 に考え、唯一 の社会教育
団体で ある BS運 動 に参 加出来 る事を嬉
びとし誇 として ヽ日本式 ヽに此の運動を
前進 させたいと思います。

①子供を信ずる事が出来るか ②ちか
ぃの一つである神(仏 )を 信ずる事が出来
るか ③ ス カウテイ ングを信ずる事が出

来 るか ④ 自己 な信ず る事が出来 るか。
もう一つ この運動は大人が子供に奉仕
す る団体で あ ると云 う事 も……。

井 伊 谷 宮)
く緊張 して熱心に終始 した。一部に批判
的な受講生 も居たが、成果は多大 。
心に灯 された BSつ 人が各地 に燃 え上
らん事を切に祈念 して諸氏の其の労 を深

前 日 8人 宛 の 4ヶ 班 と予定 して準備を
し、当 日受付を開始 した ら、来るわ来る
わ、遂 に 9、 9、 8、 8、 8の うケ班の
大盛況。西 は豊橋、東は富士宮、最高 6

5才 、最低 17才 、平均年令 27ol才

く謝 します。

BS関 係者 8名 。時 には晴れ、時には雨
に雷鳴を加えて、広い神域を十分 に生か
して終始予定 プロに従 つて楽 しく順調 に
終了す る事が 出来 ました。
主任講師県連事務局長、以下内田、宮
沢、鈴木順、牧野、井村、三 輪の奉仕。

三

本部 は天幕生活、当番班は交代で廊下
で 就寝。無理 もあつたが、それだけによ

〔写真説明〕第 69期 BS指 導者講習会
於井伊谷 (8。 28〜 31)受 講生 43名 、
甫ir列 右から 2番 目より井村修、鈴木 コミ
内田県副 コ ミ、西沢引佐 1団 委員長、中
央森田主任講師、宮沢地区冨1委 員長 のス
タツフの面 々。
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(7.28^‐ 9.28)

7日 28日

天竜説明会 二俣 小
内田嘉、牧野、三輪
29日 県職員キヤ ンプ指導
御殿場東山湖 内田嘉、牧野
29〜 8月 3日 富士訓練野営派遣
山中野営場 年長隊員 17名
8月 2〜 5日 浜松地区合 同野営 渋川
川宇連 参加中込み 235名
9日 磐田、浜松地区 コミ懇談会
成子町
10日 BBS県 大会助言者
商工会館 ホール 内田嘉
H〜 16日 関東実修所派遣
山中野営場 後藤守
14日
全国水上大会予行演習打合せ
市営 プール
15日
天竜結成準備説明会 二俣 小
宮沢、内田嘉
16日
東京 1331』 出迎え
市役所前 内田嘉 浜松 9団
17〜 18日
三土会 秋葉山本宮
参加者 20名
17〜 25日
日本ギル ウエル派遣 10
期入所 那須野営場 三輪
21日 東京 133団 訪間 三 ケ日青
年 の家 内田嘉、牧野
22日 青少年保護 センター野外活動
指導 内田嘉、鈴木順
22〜 24日 周智第 1団 舎営
法林寺 13名
24日 GS説 明会 第一幼稚園
内田嘉
25日 磐田 4団 CS審 査
磐田満徳寺 牧野、 内田嘉
28日 全国水上大会総合演習
プール
市営「
28〜 31日 BS第 69期 講習会
井伊谷宮 受講者 43名
30〜 9月 1日 全国勤労者水上大会
奉仕 市営 プール
9月 2日

3日
5日
14日
18日

21日
24日
28日

延 35o名 奉仕
第 11回 世界 ジヤンボ リー、
ギ リシヤよ り帰国の 内田博人
君出迎 浜松駅前
周智第 1団 2周 年記念
秋葉山本宮 宮沢、内田嘉
スカウ ト浜松編集会議法林寺
県 コミ会議 内田嘉、鈴木順
牧野 静岡楽山荘
地区委員会 法林寺
三土会 法林寺
天竜仮第 1団 下審査
内田嘉、宮沢、鈴木、桑島
引佐町狩宿説明会
宮沢、内田

兵 庫 SS、 RS合

同野営に参 加

日本砂鉄KK職 域スカウ ト育 ての親広
岡氏の招きに依り、浜松 7団 SS角 宏樹

和久田祐通両君 8月 12日 〜 14日 間、兵庫
″
県宍栗郡山崎町与位 神野牧場 に於け る
野営 に参加、交歓 して来た。

BS地

区 10周 年 記 念 大 会 日 程
と き 10月 6日 (月 )ス カウ トの部 (
午後 1時 〜4時 )第 3部 成人の部
(午 後 5時 30分 〜同 8時 )
ところ 浜松市体育館 ホール
(遠 鉄元城駅前 )
内 容 第 1部 式典 の部午後
(1時 〜3o分 )
物故者慰霊、表彰、其 の他
第 2部 ラ リー
河合楽器 の楽団演奏、 ギ リシ
ヤ ●ジヤンボ リー報告、 GS
BS、 SS、 CS、 団委員に
依るゲーム、劇、歌等
第 3部 成人の部式典 (団 委員
リーダー)体 育館会議室、会
費制 (午 後5時30分 〜8時 )
①表彰 ②乾杯 ① 10周 年 を
顧みて懇談等

勤 労者水上大会 奉仕
御 苦 労 様 で した
健康保険第 14回 全国勤労者水泳競技大
会が 8月 30日 から9月 1日 まで、元城
市営 プールに於 て開幕 され、全国 5o都
府県か ら集つた勤労者が水上大会に打ち
込み、数 々の好記録を生み出 しました 。
大会のお手伝いを した スカウ トが 3日 間
延べ 35o名 の多きにな り、無事終幕 を
飾 る事が出来た蔭 には スカウ ト達 の奉仕
があったからだ と主催者側か ら喜ばれ て
お ります。朝か ら晩まで大変御苦労様で
した 。

〔写真説明〕 8月 30日 市営 プールに於
て 第 14回 全国勤労者水泳大会開会式
選手入場風景

野外 での即興 劇 集 の 斡旋
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バ ツ ク及びカ バ ンの 斡旋
バツク (野 営用、外出用、衣類整理 用
バ ツク)中 身整理 用袋 4ヶ 取付あ り。
価格 1,800円
カバン かたかけ用書類 カバ ン
価格 500円
以上は リーダーに最適です。見本は地
区事務所 にあ ります。希望 の方 は是非 ど
うぞ。
浜松地 区合 同野 営 入 山参観者
〈於渋川川宇連 野営場 )
8月 2日 〜 6名 3日 〜 28名
・4日 〜 70名 5日 〜 5名
計 109名
(地 区本部 を通 じた調査です)
事故者 (腹 、頭痛、其 の他 )
8月 2日 6名 浜名7、 周智 1、 浜名2
3日 9名 浜松 10、 浜名6
4日 1名 浜松7
野営区別に見ます と
第 1‑5名 第2‑10名 第3‑1名 計 16名
以上 は、本部医務部で処理 した数です
(程 度の軽いものは除外)
指導上多少考えさせ られ る問題があ り
ました。それは、す り傷、切傷は上記の
数 にのつてい ませんが、参観の多かつた
日及び医務部の先生が、 自分 の団の先生
だ と云 う気やすさか ら、あまえて来 るの
が 目立ち ました。

〜 あとがき〜
浜松地区へ BS運 動が始つて10年 にな
りました。此の運動を育 てて下 さつた多
くの諸先輩 に感謝をささげ ると共 に10月
6日 、地区 10周 年大会 を、盛功裡 に飾 ろ
う。
年間め総仕上げ とも云 うべ き、渋川川
宇連 に於ける地区合同野営 も、数 々の成
果の足跡 を修める事が出来ました。
世界ジヤンボ リー (第 H回・ ギ リシヤ
国)の 年、 4団 SS隊 内田博人君 が 1ケ
月間に亘る遊 を終え、数 々の成果 と国際
親善 を果 して (9月 2日 )元 気 にか えつ
て きました。
ス カウ ト浜松 も 2才 を教えました。今
後 とも深 い御理解 と発展の為 に、 この紙
を通 じどしどし御意見や ら、御指導御鞭
撻 をお寄せいただけ ます様、編集子一同
お願 いする次第です。
弥 栄

野外での即興劇集が到着 しました。
カブ隊の 月例会や、 ス カウ トのキヤ ンプ
フアイヤーに とてもむ いてお ります。
指導者は一 冊手 に持 つ ていると、 とて
も便利です。定価 90円 2段 組 120頁
御希望 の方は現金を添え地区事務所
(成 子町・ 2‐ 3018)叉 は事務長三輸まで
御申出下 さい。隊1集 は地区事務所 にあ り
ます 。
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日本 ボーイスカウ ト浜松地区
事務所 浜松市成子町

TEL 2‑3018
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