
 

 

いまスカウト運動に何が大切か! 
豊中地区 地区委員長 前田 栄子 

イギリスではじまったボーイスカウト運動も、時代のニーズに応えながらも今一度原点を見直す時期がきています。昨

年の地区結成３５年記念キャンポーリーにおいて、地区の力の結集を見ることができたと思います。反面 平成２４年度

加盟登録数は、昨年度の９９９名から９１５名と減少しております。やはり、１０００名を目指して 昨年同様スカウト人数の

増加を目的とした「スカウト運動のＰＲ」と「指導者の研修」に力を注ぎたいと思います。各団におかれましては、中途退

団ゼロを目指して、魅力ある活動と、育成会（スカウト保護者）との対話のなかで、今スカウト運動に何が大切か、スカウ

トや保護者が、何を求めているかを考え、活動に反映されることを切望いたします。 

「誰か」ではなく、「自分」が一人立つ 

「いつか」ではなく、「今」ベストをつくす 

何か大切なことを忘れてしまいそうな日々を送るのではなく、目的・目標を持った日々を過ごそうではありませんか。 

 

ＳＦＢの中に、こんなことばがあります。 

 

医者にまずい薬の代金を払うより 

野に金で買えぬ健康を追うがよい 

賢い人は運動によって治す 

神は人を縫うようにはつくられなかった     キャンプファイヤ物語 １８ より 

 

 身体に注意して、 豊中地区、団、隊が一体となってスカウト増加を、目指して共に頑張りましょう。 
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地区の主な活動 (平成 24 年 5 月～平成 24 年 11 月) 

 

●ビーバーランド 平成 24 年 5 月 20 日 (日) 服部緑地公園 民家集落南広場                             

   写真 風呂井広報委員 

オリンピックイヤーにちなみ、参加者 90 名が 10 チームに分かれて 4 つの種目に挑む「ビバリンピック」という形で開

催されました。開会式に登場した聖火とビバリンがに興味津々。 

 

●全指導者研究集会 平成 24 年 7 月 8 日(日)                                          

菅沼コミッショナー 

今年で３回目となった全指導者研究集会は７月８日いぶきとその周辺公園で行い６１名の参加がありました。 

今年は新指導者訓練体制になりインサービスサポートが隊で非常に重要となりました。そこで指導者のスカウトスキ

ルの向上がスカウトプログラムの楽しさにつながることを体験して頂くことを目的として行いました。 

内容は指導者の方々が一番不得意？とする手旗を中心としたゲームです。初めて手旗をされる方もいらしたみたい

ですが、今までとは違い皆さん非常に楽しく参加されておりました。  
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●第 11 回日本アグーナリー 平成 24 年 8 月 2 日(木)～6 日(月) 滋賀県・希望が丘文化公園                  

豊中第 22 団 BS 隊長 植村美代子 

「We can! あなたといれば・・・」というテーマで開催され、豊中地区からは１２人（指導者 8 人・スカウト 4 人）が参加

しました。主な行事は、８/２日：開会式、８/３日：場内プログラム、国際交流の夕べ、８/４日：場外プログラム、フォーラム、

８/５日：場内プログラム、近江の夕べ、８/６日：閉会式。 

     豊中第 22 団 VS 隊  住友 昂志 

このアグーナリーというのは、「共生する社会」という社会の

ニーズが少しでも実現するように障害の有無を問わず参加で

きる長期キャンプです。今回、僕はチャレンジクルーで参加し

ました。このチャレンジクルーは、日本全国から参加したスカウ

ト 2 人でバディを組み、そのバディ単位で奉仕活動を行いまし

た。僕は参加隊の奉仕でしたが、その他にも活動サービスセ

ンターの奉仕も行いました。 

今回、アグーナリーへ行っていろんなことを学びました。こ

れまでも障害を持った人との交流はありましたが、生活したの

は初めてでした。 

中央が住友君              僕は参加隊の奉仕で、そこで障害を持つ人たちと交流して、 

障害に対する見方が変わりました。今までは，何か手伝ってあげたい…とは思いながら、何もできないままでした。それ

は、障害をどこかで怖いものと思い込んでいたからだと思います。この参加隊奉仕で障害を持ったスカウトと接していく

と、みんなとても元気でたくさんの元気をもらいました。話していると、障害を持っているからといってあまり何も変わらな

い会話でした。 

障害は怖いものという考えを自分の中から排除して、これからは何かできることがあれば怖がらずに積極的に行動に

移したいと思います。 

豊中第８団 VS 隊 小林 みのり 

アグーナリーに行く前、私は障害者とどう接していいかわかりませんでした。しかし、大会に参加したことでいろんな

研修を受けることができ、そこで学んだ手話で聴覚障害スカウトと話をする事ができ、スカウトが大変喜んでくれました。 

その時、そのスカウトにとって手話がいかに大事なのか分かった気がしました。また障害をもったスカウトも私も含め、み

んな全然変わらないということも分かりました。 

ここでの体験は他では経験できないことばかりで、大変有意義でした。この大会で学んだことを、これからはスカウト

活動だけでなく、自分の身近な所で役に立てていきたいです。 
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●ＯＳＣＡＰ-2012 平成 24 年 8 月 13 日 (月 )～17 日 (金 )  信太山                              

豊中第 22 団 BS 隊長 植村美代子 

≪ オスキャップの概要及びスカウトの感想文 ≫ 

◎名 称 ：「大阪連盟創立６０周年記念キャンポリー」   愛 称 「ＯＳＣＡＰ－２０１２」 

◎テーマ：『 Ｌｅｔ＇s Ｇｏ Ｇｏｏｄ Ｃａｍｐｉｎｇ』 ～ 班旗を立てて、キミの未来へ ～ 

◎期間：２０１２年８月１３日（月）～ ８月１８日（土） 

◎場所：陸上自衛隊信太山演習地＆大阪市立信太山青少年野外活動センター 

◎野営区：４つの野営区が組織され、豊中地区は第１野営区 

◎参加者数：総計 1,700 名以上（スカウト・野営区指導者・大会本部運営スタッフ含む） 

☆内参加スカウトは、1,122 名 

●地区にかかわる概要 

☆豊中地区スカウト参加団及び隊編成 

   ・豊中第１隊：１団・２団・21 団   ・豊中第 2 隊：４団・17 団  ・豊中第 3 隊：22 団 

・豊中 VS 隊：３団・４団・17 団・18 団 

☆行事概要 

・8 月 13 日 豊中地区はバス２台で会場入り。参加隊・本部及び野営区奉仕者含め総勢 80 名 

バスで到着後、設営。いよいよ６日間のキャンプ開始です。 

午後４時、暑さが残る中での開会式。 

       香港スカウト 2 名は VS 隊へ、宮城県連スカウト３名は豊中第３隊に合流。 

・８月 14 日 各隊プログラム・選択プログラム  

隊プログラムや選択プログラムにチャレンジです。会場が広く、疲れました。 

       シャワーを浴びに青少年野外活動センターまで、片道徒歩１時間。ぐったりです。 

       地区参加者の交流会が、夕食時に開催されました。 

・８月 15 日 大集会 第１野営区を代表して、豊中第３隊を中心に豊中地区スカウトが 

       「南中ソーラン」を踊りました。 ビーバー・カブデーです。 

        自衛隊の活動用車両に実車体験、選択プログラムで追跡ハイクなどに挑戦。 

・８月 16 日 宗教儀礼  各宗派にわかれて参加。 

       野営区主催のキャンプファイヤー。盛り上がりました。 

・８月 17 日 閉会式  「ガンバロー日本」幕が宮城県連へ引き継がれました。 

香港スカウトは、２団坂田ファミリーのお迎えで、ホームステイに出発。 

・８月 18 日 撤営と退場。  

       早朝から撤収作業開始。一番早く会場から出発する第１野営区は、時間との勝負。キャンプサイトの点検を受け

て、午前９時撤営作業終了。いざ豊中へ出発。 

       宮城県連スカウト３名は、ホームステイの為、豊中第 22 団と一緒に豊中へ。 

 

（お礼）            

多くの皆様のご支援・ご協力のおかげで、隊としてオスキャップに参加することが出来ましたこと、厚く御礼申し上げます。

スカウト達はこの６日間のキャンプで、何ものにも代えがたい素晴らしい体験をすることができました。また宮城県の被災スカ

ウトから聞いた震災直後の話は、ひとりひとりの心の中に残ったようです。楽しかった想い出はスカウト達の一生の宝物になる

と思います。ほんとうに有難うございました。 
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「オスキャップでの体験」                           豊中第 22 団 BS 隊 西本 遼輔 

僕はオスキャップでたくさんの初体験をしました。 

まず、大集会で「南中ソーラン」を最前列センターで踊ったのですが、その時の緊張感は初めてでしたし、会場の人

数の多さも初体験で、とても良いキャンプでした。 

また、宮城県連石巻の佐藤君、平塚君、涌谷の阿部君と一緒にキャンプをし、仲良くなれた上に、東日本大震災の

時はどうしていたのか、また震災時はどんなことがおこっていたのかも聞くことが出来、とてもためになったキャンプにな

りました。 

 

「有意義な経験ができたオスキャップ」          豊中第 22 団 BS 隊 松波 ちひろ 

私はクラブの合宿があるため、２日間しか参加できませんでしたが、とても有意義な経験が出来ました。 

まず、雨がすごくてとても大変でした。テントの中に水が入ってきて、とても不安になりました。 

また宮城県石巻のスカウト達と一緒にキャンプをし、東日本大震災の話を聞きました。聞いていると、とても悲しくなり

ました。同じ日本に住んでいるのに、全然違う環境に住んでいることがわかりました。 

２日間だったので、大きなプログラムには参加することが出来ず残念でしたが、とても素晴らしく楽しかったです。 

 

「楽しかったオスキャップ」              豊中第 22 団 BS 隊 阿久根 優衣 

オスキャップは全体的に楽しかったです。その中で一番心に残っているのは、大集会で踊った「南中ソーラン」です。

「南中ソーラン」は、オスキャップ前から何回も練習しました。本番を踊る時は、とても緊張しましたが、楽しかったです。 

他にも、温泉に出かけたり、自衛隊の車に乗ったり・・・。 

最初は、「長いなー」と思った６日間ですが、すごく楽しい事が多く、あっと言う間でした。本当に、本当に楽しかった

です。 またゲームとか、いろいろしたいです。 

 

「オスキャップの感想」               豊中第 22 団 BS 隊 山本 実 

オスキャップでは、３班で毎日役割分担し、楽しくキャンプが出来ました。 

一番楽しかったのは、自衛隊の車に乗ったことで、車がすごく跳ねてワイルドに進み、とても楽しかったです。 

「南中ソーラン」は最前列の端で踊りましたが、大変緊張しました。オスキャップは、本当に楽しかったです。 
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「感動のオスキャップ」           豊中第 22 団 BS 隊 高田 夕輝 

僕は、オスキャップで豊中地区代表として「ガンバロー宣言」をしま

した。そのご褒美として、自衛隊のヘリコプターに乗せてもらいました。

ヘリコプターは 400 メートル～700 メートルの高度で飛び、計り知れな

いスリルと感動を味わう事が出来ました。素晴らしい大きな経験が出来、

楽しかったです。 

 

「オスキャップの思い出」             

                     豊中第 22 団 BS 隊 伊藤 正照 

僕はオスキャップに参加してまず思った事は、参加者がとても多い

のにびっくりしました。初日、バスで現地に到着したとたん、「ワーワ

ー」と声が聞こえ、熱気に驚きました。ただキャンプサイトでの設営は

暑く、とても疲れてしまいました。     左が高田君 

大集会でスカウトの出し物として「南中ソーラン」を大勢が見ている舞台の上で踊るのはとても緊張しましたが、同時

に「ボーイスカウトってとても多くの人がやってるんだ」と思ったことです。オスキャップは大変盛り上がり、迫力が有り、

すごかったです。 

また宮城県のスカウトと出会い、６日間一緒にキャンプをし、特に涌谷の阿部君は僕の家にホームステイをし、家族と

大阪市内へ行きましたが、とても良い思い出が出来ました。 

 

「オスキャップの感想」                豊中第 22 団 川口 諒 

オスキャップはひどい雨で、テントが浸水して、とてもびっくりしました。 

自衛隊の車に乗った時、車がガタガタしてびっくりでしたが、とても楽しかったです。 

 

●スカウトの日 平成 24 年 9 月 17 日(月・祝)                                          

豊中地区行事委員長 真嶋建志 

全国の加盟団・隊のスカウト・指導者が地域社会への奉仕活動をはじめ、さまざまなスカウト活動を全国の各地域に

おいて一斉に展開し、加盟員一人ひとりが地域社会に貢献するとともに、スカウト運動が地域社会に根ざした実践活

動であることを広く社会にアピールすることを目的に、毎年９月第３月曜日（祝日＝敬老の日）｢スカウトの日｣を実施し

ています。 

 今年は、９月１７日に実施さ

れました。豊中地区では環境

保全・環境美化の活動や社

会奉仕活動（敬老の集いで

の奉仕）が行われ、２，３，４，

５，６，８，１４，１６，１７，18 団

の１０ヶ団、合計２６５名が参

加しました。環境美化の活動

では、空き缶１２４個・ペットボ

トル８０個が集められました。 

 来年も多くの団・多くのスカ

ウトが参加して頂きます様、

お願い申し上げます。    豊中第４団「スカウトの日」活動状況 
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スカウト委員長　岡野　富雄スカウト委員長　岡野　富雄

菊スカウト章取得状況菊スカウト章取得状況菊スカウト章取得状況菊スカウト章取得状況 （平成２４年４月～１１月まで）（順不同）菊スカウト章取得状況菊スカウト章取得状況菊スカウト章取得状況菊スカウト章取得状況 （平成２４年４月～１１月まで）（順不同）

水口　悟志 豊中22 品川　遼太 豊中22 中﨑　紀之 豊中5水口　悟志 豊中22 品川　遼太 豊中22 中﨑　紀之 豊中5

ロー　ジャスティン 豊中4 松浪　翔 豊中22ロー　ジャスティン 豊中4 松浪　翔 豊中22

技能章取得状況技能章取得状況技能章取得状況技能章取得状況 （平成２４年４月～１１月まで）（順不同）技能章取得状況技能章取得状況技能章取得状況技能章取得状況 （平成２４年４月～１１月まで）（順不同）

1 野営章 岡尾　歩 豊中２1 野営章 岡尾　歩 豊中２

3 救急章 天野　祥吾 豊中１ 垂谷　勇典 豊中１ 森　香菜子 豊中１２3 救急章 天野　祥吾 豊中１ 垂谷　勇典 豊中１ 森　香菜子 豊中１２

4 炊事章 下村　亮太 豊中２ 井上　竜也 豊中３ ロー　ジャスティン 豊中４4 炊事章 下村　亮太 豊中２ 井上　竜也 豊中３ ロー　ジャスティン 豊中４

木村　友歌子 豊中４ 荒木　早輔 豊中４ 植田　美信 豊中５木村　友歌子 豊中４ 荒木　早輔 豊中４ 植田　美信 豊中５

今田　愛望 豊中５ 武本　一輝 豊中５ 竹本　了介 豊中５今田　愛望 豊中５ 武本　一輝 豊中５ 竹本　了介 豊中５今田　愛望 豊中５ 武本　一輝 豊中５ 竹本　了介 豊中５

常田　大喜 豊中１４ 刈谷　将太 豊中１６ 中内　辰之介 豊中１６常田　大喜 豊中１４ 刈谷　将太 豊中１６ 中内　辰之介 豊中１６

山元　惇史 豊中１８ 信田　圭佑 豊中１８ 嶋田　勇人 豊中１８山元　惇史 豊中１８ 信田　圭佑 豊中１８ 嶋田　勇人 豊中１８

近藤　佑哉 豊中２０ 升田　智之 豊中２０ 川嶋　祐太郎 豊中２０近藤　佑哉 豊中２０ 升田　智之 豊中２０ 川嶋　祐太郎 豊中２０

松波　翔 豊中２２ 高田　夕輝 豊中２２ 小林　勇太 豊中７松波　翔 豊中２２ 高田　夕輝 豊中２２ 小林　勇太 豊中７

荒木　来南 豊中４ 垂谷　勇典 豊中１ 小林　勇太 豊中７荒木　来南 豊中４ 垂谷　勇典 豊中１ 小林　勇太 豊中７

川口　諒 豊中２２ 大川　在浩 豊中４ 久保　颯太 豊中１６川口　諒 豊中２２ 大川　在浩 豊中４ 久保　颯太 豊中１６

杉山　祐紀 豊中２０杉山　祐紀 豊中２０

5 水泳章 吉田　健人 豊中１ 天野　祥吾 豊中１ 吉村　智温 豊中１5 水泳章 吉田　健人 豊中１ 天野　祥吾 豊中１ 吉村　智温 豊中１

萩原　翼 豊中１ 荒木　手毬 豊中４ 狩谷　将太 豊中１６萩原　翼 豊中１ 荒木　手毬 豊中４ 狩谷　将太 豊中１６

松波　ちひろ 豊中２２ 西本　遼輔 豊中２２ 山本　　実 豊中２２松波　ちひろ 豊中２２ 西本　遼輔 豊中２２ 山本　　実 豊中２２

高田　夕輝 豊中２２ 下村　亮太 豊中２ 竹本　了介 豊中５高田　夕輝 豊中２２ 下村　亮太 豊中２ 竹本　了介 豊中５

10 手話章 谷岡　篤 豊中２ 小林　みのり 豊中８ 住友　昴志 豊中２２10 手話章 谷岡　篤 豊中２ 小林　みのり 豊中８ 住友　昴志 豊中２２

36 消防章 天野　祥吾 豊中１ 坂本　康祐 豊中２ 下村　亮太 豊中２36 消防章 天野　祥吾 豊中１ 坂本　康祐 豊中２ 下村　亮太 豊中２36 消防章 天野　祥吾 豊中１ 坂本　康祐 豊中２ 下村　亮太 豊中２

松波　ちひろ 豊中２２ 阿久根　優衣 豊中２２ 山本　　実 豊中２２松波　ちひろ 豊中２２ 阿久根　優衣 豊中２２ 山本　　実 豊中２２

井内　崇人 豊中２２ 高田　夕輝 豊中２２ 伊藤　正照 豊中２２井内　崇人 豊中２２ 高田　夕輝 豊中２２ 伊藤　正照 豊中２２

西本　遼輔 豊中２２ 森　真由美 豊中１６西本　遼輔 豊中２２ 森　真由美 豊中１６

43 釣り章 遠藤　匠 豊中８ 前田　高志 豊中１８ 山元　惇史 豊中１８43 釣り章 遠藤　匠 豊中８ 前田　高志 豊中１８ 山元　惇史 豊中１８

信田　圭佑 豊中１８ 高田　夕輝 豊中２２ 西本　遼輔 豊中２２信田　圭佑 豊中１８ 高田　夕輝 豊中２２ 西本　遼輔 豊中２２

川口　諒 豊中２２ 伊藤　正照 豊中２２川口　諒 豊中２２ 伊藤　正照 豊中２２

68 武道・武術章 常田　大喜 豊中１４68 武道・武術章 常田　大喜 豊中１４
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カトリックスカウト全国大会（立山）へ参加 

 

ボーイスカウト豊中１２団の現状 

 今年度はカトリック全国大会（立山）に参加しました。全国のカトリックスカウトとの交流や団独自の

プログラムに参加しました。育成会の援助のお蔭で参加費を割安で行けた事に感謝申し上げます。 

またベンチャー隊の坂田成実さんが韓国フォーラムに日本代表（大阪から 1名）として 

参加して、現地で韓国スカウトや各国のスカウトとの交流を深めてくれました。 

しかしスカウト数の減少に伴い、スカウトたちに団体活動の楽しさや、共同生活の大切さを感じさせるこ

とが困難になってきました。そこで思い切って各部門の隊長を新任に切り替えました。スカウトたちへの

刺激になればと思っていますが、このままでは大阪連盟、豊中地区の描いている規格（スカウト数）にあ

てはまらなくなります。危機感を持ちながらスカウト活動を続けている現状です。  
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ビーバー隊 「ビーバーたんけんたい」 2012/8/19 
箕面の山を探検しました。 

カブ隊 夏季舎営 2012/8/3～5 大多府島勘三郎洞窟 

VS 隊・RS 隊 2012 年 GW 雪と氷の槍ヶ岳登頂プロジェクト！ 
テント 2 泊（雪上）、山小屋 1 泊（素泊まり） 
上高地から入山し、2 日目は殺生ヒュッテあたりから猛吹雪になり、

槍ヶ岳山荘に逃げ込みました。3 日目、積雪が 30cm ほどあり、槍の
穂先は雪と氷でグレードが up！登頂は困難を極めました。槍沢で
の雪上キャンプは快適でした♪ 

ボーイ隊 開拓キャンプ 2012/10/27～28 
オオカミ班・ポーラーベア班、それぞれのテントサイトも決まり、傾斜

のある設営場所を水平にする作業に取り組み、大きな岩や笹の根
っ子と悪戦苦闘しています。 

VS 隊・RS 隊 2012 夏季遠征登山～九州 5 山登頂の旅 
鹿児島県の開聞岳を皮切りに、宮崎県の霧島連山（韓国岳）、祖母
山、熊本県の阿蘇山（高岳）、大分県の九重連山（久住山・中岳）に

登って来ました！温泉とトウモロコシが最高の山旅でした♪ 

ボーイ隊 夏季野営 2012/8/10～14 豊中第 14 団山辺キャンプ場 
キャンプ場の裏山（剣尾山）を制覇 
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Ｂｏｙ Ｓｃｏｕｔ ＴＯＹＯＮＡＫＡ 17ｔｈ 

 

 

 

 

 

【 ２０１２－１３年度 号外！ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７団は、いつもみんなで一緒に活動するのが大好き！！（４０周年記念式典：箕面教学の森） 

 

＝ 団体制 ＝ 

団委員長 ：古川康治 
ＢＶＳ隊 ：井上隊長、スカウト ８名 
ＣＳ隊 ：片岡隊長、スカウト ８名 
ＢＳ隊 ：田中隊長、スカウト１５名 
ＶＳ隊 ：高矢隊長、スカウト１１名 
ＲＶ隊 ：西村隊長、スカウト ３名 
 

＝ 在住地区 ＝ 

緑丘地区、北緑丘地区、桜井谷地区 
・ 小学校（北緑丘、少路、野畑、桜井谷

東） 
・ 中学校（第２、１１，１４） 
 

＝ 活動拠点 ＝ 

緑丘会館を主な集合場所、備品保管をして
おります。ビーバー隊、カブ隊は、清谷池
公園で花壇整備、集会をします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボーイ隊は、豊中市近隣でのキャンプ、六
甲山にハイキングに良く行きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＝ 主な活動予定 ＝ 

１月 凧上げ・餅つき、耐寒登山 
２月 スキー訓練 
３月 各隊集会、ハイキング 
４月 募金活動、キャンプ 
５月 隊集会 
６月 蛍ハイク、キャンプ 
７月 隊キャンプ 
８月 団キャンプ、１６ＮＪ参加 
 

１７団を見に来てね！！！ 
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6月 22日〜6月 23日 わっぱるワークキャンプ 豊中市立青年の家「わっぱる」1名 

9月 8日〜9日 わっぱるワークキャンプ 豊中市立青年の家「わっぱる」 ２名 

 

今年は大きな行事への参加がなく、スカウトクラブの実績は上記の２回の奉仕でした。 

来年はジャンボリーもあるのでスカウトクラブの出番もあるかも？ 
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テキスト ボックス
　日本ボーイスカウト大阪連盟豊中地区　事務局　〒561-0858　豊中市服部西町4-13-1　豊中市立青年の家　いぶき　内　　　　　　　　　　　　　　　                                  地区協議会長　花木一夫　　地区委員長　前田栄子




