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児童は、人 として尊ばれる

児童は、社会の一員 として

重んぜ られる。

児童は、 よい環境のなかで

育てられる。

【児童憲章】

われらは日本国憲法の精

神にしたがい、児童に対

する正 しい観念を確立 し、

すべての児童の幸福をは

かるためにこの憲章を定

め る。

□目 的 浜松地区のポーイスカウトが一山に会し、北遠天竜
'   川上流の深山の大自然に抱かれて、日頃培われたス

カウト精神と技能を以て、健康的で旦う快適な而も

規律正しく、又め

ん密な計画と指導
のもとに固定野営

を行い、年間のス

カウテイングの仕

上げとするもので

ある。

□期 間 昭和39年
8月 8日 ～同8月

11日  3泊 4日

□集 合 昭和39年

｀
決 る 天竜市佐久東方 2 kmの 山中

、ｒ一
）

39年度浜松地区合同野営、
8月 8日 午前8時 30分 浜松市役所前

日解 散 昭和39年 8月 11日 午後4時 30分
浜松市役所前

□参加費 1,000円 (交通費、副食間食代)

甲参加資格 隊野営 (班

“

中心にした)2泊熟上の経験を有す
るスカウトで班単位で参加出来る者)

□携行品 3泊 4日 の野営に必要なもの下
~各隊長の指示に依 ヽ

る。

□参 観 参観は歓迎、但し今回l■ 特別訓練の為、野営場での

野外料理並宿泊は出来ません一―現地にて本部役員
の指示に従つて下さい。

□緊急連絡先 天竜市相津 TEL(横 山局)15番
(天竜市第 3団 BS隊長鈴木栄宅)【写真説明】浜松地区合同野営地

一部分 (天竜市佐久)

ブト
井ム

1  39年度高岡地区招待交歓会
□目 的 裏日本のスカウトを招き、当地方での家庭生活を体
1    験させ、産業、経済等を見聞させ、ボニイスカウト

同志の交歓を図る。 、

実施要項 (第 2回 )

1岡 地区指導者と当地区指導者(団委員含む)と 懇親会
各団並関係スカウトの御家庭に御世話に相成りますので紙上
をおかりしてょろしく御願い申上げます。        ヽ

浜松地区
副協議会長

吉沢純道氏

氏は明治 31年 5月 15日 生れ 67才。
浜松第 1団結成以来の 10年選手で現在第 1団育成会副会長、
地区冨1協議会長、そして仏教会におかれては、東京増上寺布教
使、浜松市

“

教会長と重職に?かれ、又子供の成長に関係する
浜松第 1幼稚園長ヽ過去 67連隊軍隊布教使、刑務所教戒師、
成子町内会長、成手町白治会長を 10余年も町政に捧げられ、
明るい郷土建設に尽された事は、だれ知らぬ人なく老若男女か
ら尊撃されている。また、飯尾哲雨、三輪桂作の両氏と共に、
二葉会 (日 曜学校)を組織、浜松地方に於ける少年、社会教育
の先駆者として活躍。
故前地区委員長木全大孝氏が、一体和尚ならば、吉沢氏は正

に良寛さんである。おこることを知らず、だまされもせず、人
の良い成子町法林寺住職、正僧正である。だから青少年から慕
われる故以でもある。

□期

回日

□招待人員

□其 他

間

程

昭和39年 7月 30日 ～同8月 2日 の 3泊 4日
7月 30日  14時 59分浜松駅着、出迎え、児童
会館ホールにて歓迎会、メツセージの交歓、分宿
スカウト発表、各分宿。

7月 31日  10時児童会館に集合、映画と交歓会
13時貸切バスにて自衛隊へ向け児童会館出発、
14時 00分 自衛隊一日入隊 (自 衛隊の計画に合
せ行動する)輸送機、ジエツト機、ヘリコプター

等見学、宿泊
8月 1日  6時～8時起床、洗面、清掃、朝食、朝

礼、 8時 15分館山寺全向け貸切バスにて自衛隊

出発、館山寺 遊園地内にて 約 1時間自由行動、
11時遊覧船にて館山寺より浜名湖上遊覧 11時
30分 瀬戸着昼食、 12時瀬戸出発、新居弁天貝
取 り場にて貝取り約 1時間、 14時乗船今切一弁
天島上陸丁水族館、 16時水族館にて解散 (浜松
まで貸切バス運行)各分宿先にて自由行動

8月 2日  午前中分宿先スカウウトと交歓、浜松城
動物園等見学、 12時から動物園野外ステージに

集 り別れの会、13時 21分浜松駅発帰高、見送 り

約 60名
8月 1日 18時 より上池川町遠鉄健保会館に於て高

し・

暑 中 御 伺 い 。申 し 上 げ ま す
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目 9 BSの ハ イ キ ン グ に つ い て (浜松地区篇)

BSが野外を教場として行うスカウテ

イングのプログラムの一つとしてよくハ

イキシグが行われますので今回はそのハ

イキングの目的、種別、計画、準備、実

施の方法と注意すべき点等について申し

述べます。
最近は一般にハイキングということば

が使われていますが、この言葉は英国の
BSが古語の中から取上げて使うように

なつたもので、日本語では行脚とか、徘
イ回ということです。

ハイキングといえば普通美味しいお弁
当やサンドイツチゃ飲み物を持つて景色
のよい所へ行つて遊んで来るものと考え
られて居りますが、ボニイスカウトのパ

イキングはすべて教育的目的を持つて居
ります。

0'ヽイキングの目的

美しい自然に接し乍ら、平素の集会に
1身につけたスカゥト訓練の実習を行い

乍ら、観察力を錬磨し、更にスカウト

同志の協力や友情によつてグループ意
:識 (班意識)の昂揚を図るものとして

楽しみ乍らその目的を達する様にプロ

グラムが仕組まれます。
◎ハイキングの人数     :

1人か 2人で行うものとしては

進級課目に対する 2級テストの 6

1級テス トの 6の実習をするためのも
α)。

隊ハイク。対班ハイク。対隊ハイク。

年少幹部班ハイク。等にわけられます

◎時間

朝から夕にかけての昼間ハイク。
昼間がら夜にかけての半夜

'ヽ
イク。

全夜間利用の全夜ハイク6

又は数日かけての長期ハイク。等があ

ります。

③′ヽイキングの種別

自然研究ハイク

観察、分類、標本採集、スケツチ、

写真等によつて自然の神秘さ、微妙

さを研究記録する。

磁石ハイク

磁石を利用して行う。方位、距離等
の訓練

夜間ハイク

暗夜音、光、臭覚等に利用して感覚

養成の為に行う。

追跡ハイク

先発隊の後を独特なサインによつて

追跡して行 く。  l
冒険ハイク

2組にわかれて行い、途中いろいろ

体験した事は報告し、話し合う。
地図ハイク

地図の正しい読み方や作図の訓練を

する。
｀
信号ハイク

信号法の実習の為、各種信号を利用

して行動する。
嵐

'ヽ

イク

悪条件下の身心の訓練。これは体カ

経験の多少を考慮し緻密な計画と管

理が必要

善行ハイク

善行の機会を求めて実施し、所定時

間に帰つて報告。

歴史ハイク

史蹟を訪ね、見聞して先人の哲を学

メド。

探険ハイク

未知の所、洞窟、山、湖、珍らしい

所、道なき所等を探険して来る。

宝探しハイク

テ_マ に従い夫々に設けられた宝探

しを行う。
25粁ハイク

1級考査課目を実行する。

遭難ハイク

仮定して野生植物により、叉既成具

の使用しないで訓練する。
カメラハイク

撮影技術の向上のため行う。現像焼
付迄とする。

親交ハイク

両親を招待して行いもてなす。

天文ハイク

星座の研究、夜間の方位発見等のヨ1

練
コロンブスタヽイク

地図の一定範囲内の目的地に班旗を

立てる対班競技。
SOSハイタ   .
救急法訓練の為。

関所ハイク

スカウト技能の各種をハイクの途中

各所に関所を設けて実施させる。
密書ハイク

第 1日 標、第 2目標等を封書により

指示し、途中での作業や観察すべき

事を指示する

【写真説明】実り多き第74期 BS講習

i]:「:な手E詈曇i籠量湊;讐  
・こ

沢(県理事)三輪(地区事務長)

(於・青少年家 1964～ 6.19-22)

し

｀
ば な し、

世の中には「やりつばなし」「いいつ

ばなし」「 ききつばなし」というように

「ばなしJこ とばが横行しているように

思 う。

「ばなし」ということばの背後には「
無責任Jと いうことが内在している。

日本人ンこ|ま 害1り 合い。そういうことが多

いのではないかと思う。いうことはいう

けれど、自分のいつたことに責任をもた

ない。きくにはきくが、それが行為とし

て実行に表われてこない。自分のいつた

ことには責任をもつ、きいた以上は実行

する、これだけできても世の中はずいぶ

んあかるくなるだろうし、その人の信用

放

` 山 本 太 吉

度はぐんと高まると思う。

子どもの行動をみても「やりつばなし

」はずいぶんある。おそうじの後にはぞ

うきんやほうきがほつばり出されている

使用後の室内には椅子は出つばなし、窓

はあけつばなしになつている。何でもな

いことだが、なかなかできない。

学習の面でも同様なことがいわれる。

宿題をやつてもやりつばなし、見学をし

てもしつばなしということが普通になつ

ている。わたしは学習の後の自己評価を

強調したい。これは自分の学習に責任を

もつということである。親も教師もこれ

を置き去りにしている。宿題は先生が調

べるものと親も教師もきめこんでいる。

教師はこんなに忙 しくてはたまらないと

いい、親も宿題の出しつばなしではこま

るという。およそ宿題の本義からはかけ

はなれた不満であり、抗議である。

プログラム学習が評価を尊重し、なか
[

んずく自己評価を強調したのは、すく
゛
れ

た着眼であり、これまでの学習に対する

すばらしい示唆である。

「か りつばなし」「おこりつばなしJ

「かけつばなし (テ ンビ、ラジオ)」 な

どとなると、人にかける迷惑も少 くはな

い 。

「ばなし教育」を強調する所以であり

スカウト教育を愛する理由の一つでもあ

る。

(前県居小学校長、浜松市青少年保護セ

ンタT、 カウンセラー)

の 追
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(J OC 63-170354)

一日に云えば、常に公正な立場に立つ

てプレーする「フエアプレー」の精神で

ある。勝敗にこだわらず、全力を尽くし

:正々堂々とプンτする態度である。
スポーツは一般に競技の形で行われる

_が 、競技を行う場合、第 1に相手があり

第 2に同一の条件で競技を行うには、規

則や審判が,い要である。また、観衆を集

`めて行われる競技では観衆も競技会構成

の一つの要素となるのである。つまり、

1競技者、審判、観衆が協力しあつて、は

じめて競技が成立するものと云えよう。
スポFツ をより高く美しいものにするに

脅ま、この様な協力が必要である。

審判も観衆もこのような競技者の気持

ちになりきつて、感情にとらわれず、競
‐技を進行し、フエアプンーをたたえるこ

とによつて、スポーツマンシツプを発揮

す ることができる。

オ リ ン ピ ツ ク 東 京 大 会

― ス ポ ー ツ マ ン シ ツ プー

スポ_ツマンシツプについて、クーベ

ルタンは、 1925年 9月 に世界の青少

年たちに次のことばを贈つた。
ほんとうのスポーツマンであるために

ヤま、
A、 競技をするものとして

(1)あなたはスポーツのためにスポーツ

をしていますか。

12)あ なたは、あなた自身のためばかり

でなく、あなたのチームのために競

技していますか。

(⇒ あなたは主将 (キヤプテン)の命令

を、なんの不平もいわずに実行して

いますか。

(4)あなたは審判の判定にそのまま従つ

ていますか。     t
(→ あなたは勝つてもおごらず、負けて

も泣きごとを言いませんか。

(6)正 しくないことをして勝つよりも、

むしろ負けた方がよいと思いません

か 。

以上の問いに、すべて「そ うですJと

答えられるなら、あなたはほんとうのス

ポ_ッ マンなのです。
B、 競技の観衆として

(1)あ なたは相手の選手に対して拍手を

送ろうとしませんか。

(2)あ なたは、審判があなたの気にいら

ない判定をしたとき、不平を云いま

せんか。

(3)あなたは、たとえ正しくないことを
しても、自分の好きな選手やチーム

が勝つたはうがよいと思いますか。

t41あなたは、相手の観衆や応援団の人

たちとけんかしませんか。   ｀

以上の間に、すべて「いいえ、ちがい

ます」と答えられたら、あなたはほんと

うのスポーツマンなのです。

V｀

日連 年 次 全 国 大 会 に 出 席 して

去る5月 16、 17両 日、 39年度日

連総会が、北海道に於て開催され、代議

員を兼ねWB伝達式に出席する。

第 1会場 札幌市北三条西四丁目 1番地
1     1 日本生命札幌ビル会議室

第 2会場 札幌市定山渓 旅館香取

丁度北海道は、浜松より約 1カ 月余遅

れている気候で、桜の花が散り始め、函

館に於ては花吹雪に合い、すずらん、ア

カシヤにはまだ早く、チユーリツプ、ラ

イラツクの花が咲き、高原ではコブシの

花が強い香を放つておる。誠に本州では

味えない抒情を味わして呉れる北海道で

あり、啄本の書いた (道幅のばかに広い
°
停車場通りの、両側のアカシヤの街路樹
の下を往来する人は、男も女もしめやか

に恋を抱いているように見える)。・…・詩

のある町札幌でもある。まだ若い北海道

者5市計画の完備された、始めて見る北海
・道は筆がつきない。

総会審議事項は第 1号議案より第 14
号議案まで全国から集つた先輩は終始熱

心に討議、一々書き挙げれば際限がない

スカウテイングに種々の機会に様子をう

かがう事が出来るので、要点のみ報告い

たしたいと存じます。
先ず 3点にしぼられる (5号議案)

1、 理事数の変更

現行地方代表する理事 22名が 33名
になり、学識経験理事若干名 (地方代

表理事数と同数未満であり)総長、理

事長、総コミツシヨナー合議の上、地

方代表理事に諮問したる後全国総会の

承認を得て総長委嘱となる。以下略

2、 カプの年功章設置

674条現行削除 加盟登録満 1カ年

をもつて 1年とする。
677条年少スカウトは次の記章を着

用する。 (年少スカウトは、少年スカ

ウトと同じ年功章 但し台座は黄色

)以下略
3、 日連規約の改正

理由 特に現今の時勢の推移とスカウ

トの進歩に即応し、進歩課目の改訂

実施を速かにしたい。
1008条中、次の場合は全国総会の

議を経ることなく、中央理事会の通常
の決議を以て、これを改正することが

出来る。

(1)各 条の本旨および内容を変更するこ

となく、文体を変更し、又は字句を

加除修正しようとする場合。

(2)第 11章 (級 Bll及 び技能章)の うち

級別に関する各条の本旨を変更する

ことなく、技能に関する細部につい

てのみ、その内容を加除修正しよう

とする場合。

(3)第 11章 (級男1及び技能章)の うち

技能章に関する各条の加除修正をし

ようとする場合。
□新設技能章 (6号議案)

A、 剣道、柔道、弓道、陸上競技
B、 搾乳、土壊、養鶏、養豚、農機具

農業経営
C、 飯金工、鍛造I、 鋳工、旋盤、製

図、セメント、石工
D、 通訳、簿記、事務、謄写印刷
E、 演劇

□「世界スカウト友情の日」

(7号議案)

イ、世界友情の日を 2月 2

P誕生の日)

口、この日に、日本連盟登録スカウト

及び指導者はもれなくスカウト10
円、指導者 100円の献金をする。

ハ、募金は日連で取りまとめ世界事務

局に提出する。以下略

□県連総会の構成員に、地区コミツシヨ

ナーを加えられたき件

静岡連盟提出 (森田代議員)11号
議案

□役員改選 (14号議案)

総裁に石坂泰三氏を推載する。

以下略 (浜松地区事務長)

爾悦輪

設置 と募金

2日 (B一
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ご き (浜松地区)

(39。 5。 23～ 7.22)

5月 23～28日  実修所静岡 2期 7名派遣
(赤沢山)鈴木修、鈴木秀、

土井、海野、鈴木利、三室、
市川

ク ク 実修所本部奉仕 宮沢
27日  野営行事委員会 法林寺
30～31日  浜松ンク協会キヤンプ指

導 青少年の家広場 内田嘉
宮沢、三輪

6月 6～ 7日 第20回全国ユネスコ浜松
大会奉仕 市民会館・浜松駅
前 GSoBseL延 30人奉仕

6日  GS野外活動指導 児童会館
1号室 内田嘉

7日  浜松第11団 3隊 々審査 内田
嘉、鈴木サ1贋、牧野

10日 地区委員会 児童会館 1号室
13日 天竜第 3団結成式 天竜市月

公民館
、13γl,日  浜松地区ヨ1練舎営 (結成

祝を兼ね)天竜市月公民館
浜松 1、 4、 12、 天竜各隊、
周智:約100名

18～22日 BS第 74期指導者養成講
習会奉仕 青少年の家 内田嘉
宮沢、鈴木順、牧野、三輪

20日  三土会 法林寺
26～23日  体育保健主催キヤンプ指

導 渋川可宇連 内田嘉、宮
沢、三輪

27日  臨時三土会 法林寺
7月 1日  スコツトランド派遣壮行会

静岡県連盟主催 静岡

7月 4日 県西部コミ、事務長会議 舞
阪学習会

5日  沖縄派遣壮行会 静岡県連盟
主催 静岡

10日  説明会 鷲津富士工業KK内
内田嘉、鈴木順

11～12日 地区合同野営地下見並野
営 天竜市佐久 内田嘉、鈴
木順、青葉広、三輪

12日 地区コミツシヨナー会議 静
岡事務局 代理鈴木秀

12日  壮行会 スコツトランド派遣
(宮沢広士氏)沖縄派遣 (牧

野績氏他スカウト2名 )市民
会館披露宴室 60余名参加盛
大に催す

16日  スコツトランド国際ジヤンポ
ンツト出発 (宮沢広士氏)

16日  自衛隊打合せ (高岡地区交歓
自衛隊 1日 入隊の為)

内田嘉、鈴木順、三輪
16日  浜松 2団河合晃氏並浜名 1団

遠藤正男氏を見舞う 鈴木順
内田嘉、三輪

17日  沖縄派遣出発 (牧野績氏他ス

カウト2名 )

17日  湖西説明会 鷲津富士工業
内田嘉、鈴木順

18日  三土会 法林寺

19日  浜名5団 BS隊審査 湖西町
役場 内田嘉、鈴木順、三輪

19日  富士訓練野営参加者打合せ
法林寺

22日  高岡地区交歓会分宿先父兄と
の打合せ会

【写真説明】上=沖縄派遣代表の牧野氏
‐

(中央)伊藤君 (左)高柳君 (右 )‐

下=ス コツトランド派遣団長に選ばれ
た宮沢栞 浜松駅フオームにて出発前

‐

‐ 元 気 で 出 発←

多数のスカウト関係者
及友人知人に見送られ

ロスコツト1ラ ,ン ド国際ジヤンポンツ:卜 1に

(地区副委員長、浜松12団カプ隊長
宮沢広士氏)

7月 16日 午後 1時 7.分 l■ まなにて出発
17日  羽田空航発 22日 ″ 着予定

□沖縄派遣 (地区副コミ 牧野績氏t・ 4
団SS隊員伊藤恵人君、10団 SS隊員
高柳礼司君)_  __    :

7月 17日  午後 2時46分 霧島にて出発
´

19日 鹿児島集結 20日 鹿児島出発:

28日  鹿児島着予定

～あ と が き～
スカウト浜松も、皆様の御援助に依り

この7月 で 3年目を迎える事が出来、御i

同慶に堪えません8

地区合同野営は、天竜市佐久山中に決
りました。なじみ多い渋川可宇連と違つ
た面で、十三分なキヤンプ生活が期待さ
れます。班ごと参加出来る事を望み、教:

育の総仕上げに向つて努力致したいもの,

である。高岡地区招待交歓会、もう受入
れ準備完了致しました。友愛を深め想い
出多き交歓会になるよう、そして正しい
スカウテイングの発展にプラスされるよ
う祈るものである。
GSは井川県営キヤンプ場で合同野営

‐

をするそうです。実り多きことを祈る。
海外派遣、スコツトランド国際ジヤン

ボンツトヘ宮沢氏、沖縄へ牧野氏、伊藤・
高柳両君、健康に留意され、道中つつがな
く大任を果され、国際親善に大いに役立´
て元気に帰国される事を祈るものである
青少年保護センター、カゥ

ιンセラー山
本先生から御寄稿いただきました。学ぶ
べき事多し。

では皆様、酷暑の侯、御自愛の程。

発 行 所 ハほ 14
日本ボーイスカウト浜松地区

事務所 浜松市利町70-4

児童会館内 T EL2-0073
連絡所 浜松市成子町
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浜 松 地 区 状 況 39年度登録状況 (39.6末現在)
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