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「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 真田康広

三指。日頃よリボーイスカウト人分県連盟の活動

に対しましてご支援、ご協 lJを賜り心から感謝申し

上げます.

日本連盟が2022年 に息J立 100周年を迎えるに

あたり長中期計画を策定して4年日を迎えます.本
年度も事業スローガン「活動的て自立したスカウト

を育てよう IJ、 とりわけ人分県連盟としては [災

害にもそなえるスカウ ト』を目指したいと存じます。

重点施策は前年に弓き続き次のとおりです。

1)社会から評価されるスカウ トの育成

2)隊・国指導者の充実

3)会員の確保

4)新ユニフォームヘの円滑な移行

5)セーフ・フロム・ハーム等スカウト運動の

社会的信頼の向上

昨年は第17回 日本スカウトジャンポリー (於 :

石川県珠洲市,へ派遣隊スカウ ト、指導者42名、派

遣団長・大会運営スタッフ 10名の総勢 _rn 2名 を派

遣することができました。県連盟実行委員会を中断

とした派遣国の参加支援を充実し事前訓練・大会に

臨めたこと、大会では,ブキャンフ安全・救護班ほ

か大会運営に参画した実績が次のステッフ こ繋が

ると評価します。大会中、ジヤンポリーケームロ本

一 :キ ャンビング (火起こし)で全国第2位、結索

(班旗立て)で同5位 (い ずれもボーイ6人班の部)

の栄言を標得することができました。準備訓練の成

果が顕れ「そなえよつねにJを強く心に刻むことが

てきたものと思われます.

県連盟行事として28年度

からボーイ部門て実施して

いる技能オリンビックと関

連することから、日頃から

の意識の醸成とスカウト技

能向上への支援をお願いし

ます。

つ年は大分県連盟の言J立から70周年を迎えます。

8月 には記念行事として、青少年の可能性を伸はす

とともに、指導者のさらなる資質向上を日指し、多

くのスカウ ト達を育んで来たくじゅう沢水にて [大

分県連盟70周年記念野営大会]を開催します。令

和 312021'年の九州・沖縄野営大会、翌年の第 18
回日本スカウトジャンポリーヘのステッフとして、

県連盟のこれからの進展に向けて力]盟員全員で大

会をつくりあけてまいります。各国・隊指導者にお

かれては、テーマ「笑顔あふれる70周年 そして

末来へHJに則り満身のご支援をお願いする次第で

す。大会マークを眺めていると、爽やかな風が吹い

ている、くじゅうの斜面に生える野営サイトに、こ

れまでの歴史と未来へつなく思いが詰まつた気球

が浮かんている様子が浮かひます。この光景をぜひ

全員で共有したいと存じます。

今年度も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 |

lT栄

8月 8～ 12□
10月 27日

11月 10日

11月～ 2月

県連盟 今後の予定

70周年記念野営大会 竹田市久住町 沢水キャンプ場

ウッドバッジ研l~所課程別研,多 ボーイスカウト課程

大分県森林作リボランティア支援センター

第27回ボーイスカウト講習会 人分市

定型夕ヽ訓練 (テ ント設営、工作、野外調理)
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パイオニア I′ ング
実施日 :3月 17日
場 所 1人分市 人分懸護図ネロ社

ベンチャースカウ トか人型 lξ 造物

作製の企画・実施計画を行い、当 1は

リーター スカウ ト29名か参力]して

丸太と□―フてIL官 1告 を作製 しヽ肯L

修賀かできた.

開会式の後、早速模型を使い建立の言

"明
を受け、材相を

集めて組み立て開始 .

Fグ ヾヽ こヽ
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験でした。
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パイオニアリング感想

別府9回ベンチャー隊 徳永L飛

3月 1711、 人分県護国神社て行われたハイオニアリング人会に

初めて‐~力 ]しました。

至J彗 してからの受付を済ませてから開会式に始まり、注意事項の

説明を受けた後、人分第 2回の汚山さん指導のもと、皆て協力し

ながら作業を進めることができました.途中、設計図と模型とを

確認をしなから慎重 こ組み立てて行きました。

昼食を挟み午後に完成、皆で手綱を弓きながら信号嗜を立ち上げ

る時には感動しました。

今回は多くのベンチャーと作業ができたので私にとって貴重な経
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「∪∩lock a New Wodd “新世界の扉を開こう"」

日本ボーイスカウト人分県連盟コミッショナー 真田康広

第24回世界スカウトジャンポリー大会 (24WS
J)が、→年7月からアメリカ含衆国東部のウエスト

パージニア州で開催されます。大会は世界スカウト機

構 (lA/OSM)正 no盟 470の国と地1或から約4万人

のスカウトが米国連盟サミット・ベクテル・リザーブ

に集い、7月 22日～8月 2日 (12日 間)行われま

す。

日本派遣団はA～ Eの 5分団、28の参加隊編成

にて、国際サービスチーム員 (IST)、 派遣団本

部を含めて総勢 1. 226名 (予定)が出発直前準備

訓練 (ISTは 7/17～ 19、 参力0隊は 7119-21)
を経て、国内3空港から出国、渡米します。

人分県連盟からは、E分団第28隊として隊

長 :真田康広 (由市 2VM)、 副長 :古谷惟 (津久見

lRS)、 スカウ ト 1穴丼拓文 (人分 2BS)、 山形理

徳 (人分 2VS)、 御手洗拓真 (人分 5∨S)、 牧 優

凛 (人分 9∨S)、 猪原舞姫 (由市 2VS)、 ISTと
して豊東 翼 (人分 2RS)、 山形望仁 (人分 2VS)
の9名が参加し、既に準備訓練が3月から始まって

います。スカウ ト全員が海外スカウトらとの国際交

流を楽しみに、大会コンセフ トの反情 (F日endsb p)、

経馬実(Expe白 ence)、 アドベンチャー (Adventure)
をこの度の派遣で存分に発揮できるように、それぞ

れが自己の課題に真摯に取り組んでいます。派遣に

あたり各国・各位のご支援、温かい送lflをお願い申

し上げ、紹介とさせていただきます。

― ― ―

      _

進級章 〔菊章〕交付

菊章を取得された方々です。誠におめてとうございま

す。さらに隼章・富士章を目指してください。

菊スカウ ト章

3月 10日
別府第 9団
別府第 9団
津久見第 1団

濱田 瑛美子

田原 聖太

天畠 響希

5月 12日
由布第2団
大分第 2団
人分第2団

猪原 舞0臣

橘  未夢

豊東 七恵



各 団 活 動

津ス見第 1団

4月の津久見ビーバー

隊恒例行事はつくみん

公園の隠れつくみん探

しです。

新 しい友達も一緒に

14体のつくみんを探し

ました。他の隊の皆さん

もつくみん公園に来た

ときは探 してみてくだ

さい。

また BP祭ではカプ隊がベーデンフ`ウエル、ボーイ

スカウ ト活動について、紙芝居を作りました。ビーバ

ー隊のみんなにも分かりやすくカプ隊みんなで読み

間かせしました。

大分第 9団

平成 31年 4月 27日～29日 にかけて「陣屋の村」

にてボーイスカウト人分県連盟 70周年記念野営大会

の事前訓練を実施しました。人分第 9回は豊後富士隊

に所属。チーム作りと基本訓練や薪による班炊事、営

火などを盛り込んだ訓練で、日ごろの訓練の成果を発

揮し、1日 目、2日 目の優秀班、事前訓練全体の最優

秀班となりました。

新体制ピーバー隊初

の活動はお花見ハイク

奎春をさがそう,と っ

ても気持ちのいいお天

気でした。

上進後、ちょつびり

寂しかつた隊も新しい

仲間も加わりこれから

楽しみです。

人分第 2団

「日本一の LIJ変わるもの変わらないもの。移り

行く時代の中で、大切な事って何だろう。この春「富

士スカウ ト章Jを取得したスカウ トが「この章は、

周りの人の支えがあつてこそだと思う。感謝ですJ

と話してくれた。スカウトから学S事は多い。それ

(5) ス カ ウ ト 7F_お い た

大分第 1回

・″

‐~れの家族の他に「2回Jというもう一つの家族の

中で、新体制はより良く向上していこうとする心・

感謝の心を再確認.令不Dのスター トラインに立ち、

一歩ずつ前進していきたい。



(6)

大分第 5団

今年で 12回目となる玖珠童話祭に参加をしてき

ました。

今年のテーマは「ピーターパンJスカウトー人一

人の手作り衣装で街並みをノヽレードしました。

パレード終了後は、恒例の全員でのミステリーツ

アーで楽しみました。

由布第 2団

3月 、おじかで BP祭国キャンプを行いました。

発団からの加藤国委員長が勇退され、スカウトの

前で挨拶.団委員長、ありがとうございました。

ス カ ウ ト お お い た

別府第 9回

別府 9国では4月 6日 (土 )、 桜が満開の南立石公

園にて、上進入隊式を行いました。

曰暮れに優しく厳かな明かりが照らす中、ベンチ

ャー隊 2名、ポーイ隊 2名、カブ隊 3名、そして

ビーバー隊では仮入隊を含め6名の新入隊を迎え、

杵築第 1団

地図とコンハス 練習用の小さな地図を使つて、

座標線の記入練習.一度、大きな地図には記入済な

ので復習です。今日は、隊長からの挑戦状が なに

か 6桁の数字が…数字の示す地点はどこか答え

よ?指定された地点を数字に変換せよ?
6桁の数字だけを頼りに、挑戦状の課題をクリア |

雨模様で寒かつたけれど、晴れやかな訓練でした。

嬉しく弥栄を唱えました。

令不0元年、日J府 9国の43期
は元気にスタートしました。


