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日本ボーイスカウ ト人分県連盟

編集 県連総務委員会

「活動的で自立 したスカウ トを育てよう !」

公益社団法人 日本ボーイスカウ ト人分県連盟

コミッショナー 真田 康弘

三指,日 頃よリホーイスカウ ト大分県連盟の活動に

対しましてご支援 ご協力を明りしから感謝申し上げ

ます.

日本連盟が 2022年に創立 100周年を迎えるにあ

たり長巾nll計 画を策定して今年が 3年目となります。

本年度も事業スローガン「

'凸

動的で自立したスカウ ト

を育てよう lJ、 とりわけ人分県連盟としては「実吉に

もそなえるスカウ トJを 日指したいと存じます。

重点市策は前年に弓さ続き次のとおりです.

1)‐l会から言T価 されるスカウ トの育成

2)隊・ 回指導者の充実

3)会員の確保

4)新ユニフォームヘの円滑な移石

5)セーフ・ フロム・ ハーム等スカウ ト運動の社

会0幅頼の向上

昨年は人分県連盟野営大会を 14年ふりに開催しま

した。合風5号の接近によって大会日程を 1□繰り上

げての実lltて したが、テーマ『スカウ ト技能に虐きを

かけ、防災活動・対策を考える.1～み・ じ・か な白

然、そして災苫.72時 間を生き抜け |～、スカウ ト

にできることを者え野営生活に倉JttT夫 を力]えること

をねらいとしました。災害に際して自分F_ち に

`]か

で

きるか、何をすべきか、「そなえよつねにJを強くさに

亥Jむ ことができたもの

と思われます。今回の野

営大会が、防■をテーマ

に地 i軋 の貢献活動へつ

なけていく第一歩とな

り、社会から評価される

スカウ トを育成 してい

く契概といたしたしヽ

8,Jに は石川県珠洲市て第17回 日本スカウトジャ

ンポリーが開催されます.参加スカウトは活]の基本と

なる自発性・自主性によって実施するII活動 (ハ トロー

ル)に積極的に取組み、想い出に残る大会となるよう朗

待します。事前訓‖練を言め大会に真剣に臨むことが、結

果として社会から評価されるスカウトの育成や新たな

仲間の拡大に電与するからです.各国・隊指導者におか

れては、この大会参力uがスカウトの一年間の総イ1に げと

なるようご支援をお願いする次第です。

スカウト運動において ,国 Jはスカウトヘのサービス

の最も大tJなrE織です。今後もコミッショナーグルーフ

として出来る限り団訪間をさせていただきたく存じま

す。把手共行しボーイスカウト運動の推進に取り組んで

行きましょう |

弥栄

日本ボーイスカウト大分県連盟は

新事務所に移転 しました。

このた0人分県連盟は、5月 16□ より新事務所に

移転いたしましたので、お知らしいたします.

これにともない、事務所の住所・電話番日すが変更

となりました.皆様方には、何かとご不便をおかけい

l_しますが、今後とも一層のご支援ご協力を賜ります

ようようしくお願いいたします。

新 事務所 〒870-0045
大分市城崎町二丁目4番 19号

セゾン城崎207号
097-529-7175(FAXも 同じ)需話番号
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′/JVS Jに向けτ

J口勁鴨扇瘤1嗜拗ξノ

5月 3□ ～ 5日 の 2'白 3日の 日程でlF原 八悟宮の 1ヽ

車場をお借りして、第 1回 17NSJ人 分派遣隊の事前

訓繰を行いま した.副‖練中の会議の中で、派遣隊名は「大

分地

`:,お

んせん隊Jと決まり、シンボルマークの原実も

ll定 しました.

ス カ ウ ト お お い た

実際の隊サイ トの面積を想定した設営 lFl営、薪によ

る炊事、ツンク、スタンツの練習等盛りだくさんのメニ

ューて、睾なる団、異なる隊でそれぞれスカウ トのレベ

ルややり方か凛う中 チームとして今後とうしていかな

ければrrらないかが、スカウ トもリーダーも見えてきた

ようてつ.
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(3) ス カ ウ ト お お い た

各 国 活 動

津久見第 1団

津久見第1団  香の恒″J行事 1楽 しいハイキング、

今年は、延岡ステージでした.

第 1日 目(3131)延岡市北浦古江港を出発して、

「道の駅・ 北浦Jを i■由し、スカウ トベースで頑lFり

ながら、須美江キャンフ場まで歩きました。

第 2日 目 (411)延 岡市内を散策ハイク.さくら

のされいな延岡城址から、五ヶ瀬川河□の海岸まで春

を満喫したハイキングとなりました。

大 分 第 9団

大分9団は毎年恒 Flの国登tを 4月 8日 に実施 しま

した。今年の山は九重連1畢の涌言山 (標高 1500m)
です.:占天に恵まれましたが、残雪や樟J氷も見られる

とても寒い中でのスター トとなりました。全員山頂ま

で辿り着き下山する頃には青空が広がり、素晴らしい

景色を塩能出来ました。

大分第 1団

「新年度最初のカブ隊隊集会は、西人分部甲B央の工の石

を探せ |と いう謎解きハイクヘ出掛けました.やる気

満々の組長次長に、元気いつはいなうさぎスカウト達、

吉空のもと、潮風に吹かれ気持ちよく、賑やかな集会と

なりました.J

た 1ベージ !

大分第 2団

3月 末、いよいよ4名の月の輪スカウ トが上進 1

自分の組の仲間との別れ、そしてお世話になつた月の

輪リーダーからの激励の言葉を胸にボーイ隊へと上進

しました。今年も100%の 上進率 1これが大分2国の

絆の強さの証.

カプ隊20名 (4組編成)ボーイ隊 20名 (3り1編成)

想いを形に 違いを豊かさに 大分 2回の歴史に ま
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由布第 2団

4月隊集会で人分市南消防署の普通ll命講習にベン

チャー4名が参加. b肺蘇生、 AED技 法を習得しま
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人分第 5団

今年も大分 5団は、5月 5日 に玖珠町で行われた

重話祭に参加してきました。

11年目の仮装パレード参加、ビープヽ―とカプの

スカウ トは隊集会などで仮装を準備 しての参加で

す。

今年の仮装テーマは
｀
さるかに含戦

Ⅲ 巨木の柿

の本は皆の注目の的.

柿の種 (かきび―)を 配りながら沿道の人たちの笑

顔を楽しんだスカウト&リ ーダーでした。

別府第 9団

カブ隊は、3月 24日 に銭亀峠～内成～東山まで約

20 kmのサイトハイクに挑戦、全員完歩しました。C
Pでゲーム中、タスキを発見 1皆 ビックリでした.

うさぎスカウトが入隊して 2組になりました.組長

2人頼もしいです.カブ隊に入隊して初めての記章を

隊長からもらいます.頑 lFつ たね。

ス カ ウ ト お お い た

杵築第 1回

3月 は国委員さんのガレージをお借りして、一人で

ドームテントの設営、撤営訓練.手際がだんだんよく

なつてきて 成長を感じるリーダーたち.4月 は基本

に立ち戻り、地図とコンバスの復習。人数が少なくて

も、基本となることを一つすつ、しつかりと 1

菊章 隼章 交付

隼章・ 菊車を取得された方々です。

誠におめでとうございます。

3月 11日

隼 章

生野 亜P3  人分第 2回

菊 章

鮒子田 誉士  人分第5団

桑野 佑太  人分第 1団

日原 舌菜  別Fj第 9団

5月 13日

菊 章

穴丼 拓文

卜J上 翼駿

人分第 2団

人分第 2団


