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「ベンチャースカウト・フォーラム」より

私たちベンチャースカウトの考えや
実施プロジェクト報告を聞いてほしい！
①ベンチャースカウト・フォーラム
平成１７年１１月２６日〜２７日 （川崎市黒川青少年の家）

②ベンチャースカウト・プロジェクト発表会
平成１８年２月２６日 （神奈川県民サポートセンター）

ベンチャースカウトの活動は、野外だけがすべてではない。
同世代の仲間が集まって討議を行い、スカウティングに活かすた
めの提案や、自らの行動プログラムを検討し提言するのも立派な
活動です。今年のスカウトフォーラムは、「持続可能な社会」という
テーマでしたが、わかりやすい行動目標にまとめましたので、
ぜひ、君たちの団でも取り組んでみてください。

「プロジェクト発表会」より

Go! Scouting

広 報 誌 「やまゆり」
日 本 ボーイスカウト神 奈 川 連 盟

ベンチャースカウト・フォーラム
テーマ「ＥＳＤ 持続可能な社会・環境、社会、経済、教育」
１１月の川崎で紅葉のきれいな会場（黒川青
少年の家）でスカウトフォーラムを開催いたし
ました。スカウトフォーラムとはスカウトの意
見を聞き、スカウティングをスカウトの活動に
するという趣旨から開催されたものです。
今年度のテーマは一見、難しい言葉でした
が、私たちスカウティングが普段取り組んでい
る活動をもっと大きな目で見たときのことで
ありました。

キーノートスピーカー（基調講演）にはＥＤＳ（持続可能な開発の１０年の教育 推進会議）事務
局長の村上千里氏のお願いして、映像を交えて分かりやすいＥＳＤの考え方を参加者に伝えていただ
きました。 参加したベンチャースカウト（３５名）は４つのグループに分かれて話し合いを行い、
グループのファシリテーター（ローバースカウト）の支援を受けながら、２日目の夕方には「採択文
とアクションプラン」を作り上げてフォーラムを無事終了いたしました。ご支援いただいた各地区実
行委員の皆さんと川崎地区の温かい奉仕に感謝いたします。各グループの支援と全体の進行をローバ
ースカウトが担当して、青年たちがフォーラムを運営できる力を得たことにここ数年の成長を見るこ
とが出来ました。
「青年の参画」を目指してきた成果が現れています。全体会でまとめられた「採択文
とアクションプラン」は１月の県連理事会で４名の代表スカウトから理事長ならびに各理事に発表さ
れました。このアクションプランは来年度の計画に反映されるともに、参加したスカウトが自分の
地域、団、隊でとり組むことを期待しています。
※ESD(Education for Sustainable Development)

ベンチャースカウト

プロジェクト発 表 会
2 月 26 日(日)10 時から 17 時 横浜駅西口の
県民サポートセンターで 17 年度「プロジェク
ト発表会」が開催されました。参加者はボーイ
スカウト、ベンチャースカウト、リーダー合わ
せて７０名が参加し、富士章スカウトの発表を
聞き、分科会ではプロジェクトの進め方や計画
などについて熱心な議論が行われました。

基調講演には「地球市民の会かながわ」の伊吾田氏からアジアの子ども達を
幸せにする仕事について 90 分間お話しをいただきました。ＮＧＯが行ってい
るプロジェクトは国際貢献活動という大きな仕事ですが「思いをかたちにす
る」ことはベンチャーが行っているプロジェクトと共通するものがありまし
た。目的を持った活動には夢があり、人を幸せにする知恵と力があります。
基調講演を話される伊吾田さん
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採択文とアクションプラン
１グループ（ニコニコニコラス１００％）
採択文・・私たちは資源の使いすぎの現状を知り、まわりの人にそれを伝え、
資源について考える場を作り、解決の糸口を模索します。
アクションプラン
(1) 資源の使われ方を知る
(2) ゴミ処理に携わる人の話を聞く
(3) リサイクルを実行する
(4) 資源フォーラムを開催する
２グループ（ユンケルチンシテ１分半 ＭＧ５＋入り）
採択文・・社会にバリアーを感じる人のニーズを理解しよう
アクションプラン
高齢者、障害者その介助者について調べ、どの様な行動が出来るか考える
３グループ（はっぴいせっと＋スマイル）
採択文・・環境について考えたところ、人間の欲と環境につながりがあることに気づいた。
悪い循環にならないようにすることを考える。
アクションプラン
(1) 現在の悪い循環を改善する
(2) 環境問題について知識を高める
(3) 県レベル、地区レベルのフォーラムを自分たちで作る
(4) エコキャンプを提案する
(5) 緑の種募金を提案する
４グループ（ユウ作チーム）
採択文・・私たちは資源問題について資源を有効に使うにはどうすればよいか考えます。
アクションプラン
(1) フリーマーケットを開催する（不要品の募集、広報、実施）
(2) バザーで得た資金を募金する
ベンチャースカウトの発表では藤沢２１団松野スカウトは富士章でと
り組んだ３つのプロジェクトについて、藤沢４団の有田スカウトは「美味
しい水」プロジェクトそして、ローバースカウトの渋谷健太郎君からは
ＣＪＫ−Ｐｒｏｊｅｃｔ（日韓台提携プロジェクト）について、フィリピ
ンから帰国したばかりの活動を報告していただきました。21WJ にとり組
んでいる高森理事からは世界のスカウティングと 100 年の第 21 回世界ジ
ャンボリー（イギリス・ハイランズパーク）について紹介がありました。
参加したスカウトがこの発表会で得たヒントを元に一つでも多くのプ
ロジェクトを実施することを願っています。
松野 智久（湘南地区）
「３つのプロジェクト」
有田 賢明（湘南地区）
「美味しい水」 富士山周辺の水質調査
渋谷 健太郎（川崎地区）
「ＣＪＫ−Ｐｒｏｊｅｃｔ」日韓台提携プロジェクトの発表
高森 茂範（神奈川連盟理事）
「Ｏｎｅ Ｐｒｏｍｉｅｓ」世界のスカウティング 21WJ 紹介
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平成 17 年 11 月 3 日（木・文化の日）小田原城 城址公園他
悠 久 の 歴 史 と 文 化 を 今 も 残 す 小 田 原 城 二 の 丸 広 場 に は 、 こ の 日 県 内 11 地 区 か ら ス カ ウ ト 3612 名
（BVS560.CS1499.BS1294.VS212.RS47）指導者他 1915 名・計 5525 名が参集し、「世界ボーイスカウト運動 100 周年記
念事業・神奈川連盟スカウトラリー2005」が開催されました。
開会セレモニーでは、松沢大会長（連盟長・県知事）佐野副大会長（連盟理事長）とともに馬車で入場したスカウト代
表４名が、一人ひとり元気に「スカウト宣言」を読み上げました。

大会長（連盟長）松沢成文神奈川県知事

副大会長；佐野友保県連理事長

城跡公園・三の丸小学校では、各地区の準備した盛り沢山のゲームやクラフトにチャレンジする BVS や CS
の目が輝き、帰りにはお土産を手に「もっと遊びたいよ」
「すっごく楽しかった〜」と笑顔が溢れました。

BS 部門は、小田原城跡公園を起点として「歴史、文化、自然」をテーマにハイキング。 古い町並みの路地や看板に歴史
を感じ、街の人々と出会い、自然の中でゆったりとした時を感じた様子。記念の寄木細工のチーフリングも好評でした。

VS 部門では、事前課題（レポート）と会場での実技で「木工章、竹細工章」などの技能章取得を目指してチャレンジ。日頃目
にすることの少ない工具や何種類もの木材を前に指導者の話に真剣に耳を傾け、初めて出会った他団のスカウトとも交流を
深めながら実技に挑みました。
県央地区・横浜地区 VS は、カラーチームとしての演技披露で参加。日頃の訓練の成果を発揮し参加者を魅了しまし
た。また、応援参加の静岡第 26 団ファンファーレ隊との「友情の輪」も更に広げたようです。

「スカウトラリー2005」は、参加スカウトにとって「ときめき☆出会い☆友情の輪」を楽しむことのできる一日となりました。
この日のためにご尽力頂きました皆様に感謝いたします。

広 報 誌 「やまゆり」

維持財団より

維持財団事務局（火･水･木･金 10:00〜16:00）
電話 045-365-3422 FAX045-391-3422

平成 17 年度賛助会員 会費納入者(団)

平成 18 年 3 月 31 日現在
「ボーイスカウト神奈川連盟のスカウト運動を財政面からご支援いただいている
個人・法人会員・団の方々です」 ご支援ありがとうございます。
（順不同 敬称略）

５口 上野トランステック㈱ ㈱寿食品 シー・エス・エイチ㈲ 鎌倉高徳院 ㈱神奈川新聞社 木村勇
横浜ロータリークラブ ㈱高島屋横浜店 吉田興産㈱
３口 ㈱光電社 奥津勉事務所 ㈱横浜銀行 ㈱一平不動産 相川行雄 ㈱テレビ神奈川 ㈱京急百貨店
２口 横浜港北ロータリークラブ 相模原中ロータリークラブ 横浜保土ヶ谷ロータリークラブ
川崎南ロータリークラブ 厚木ヤクルト販売㈱ ㈱さいか屋川崎店 ㈱たしろ薬品 ㈱柴橋商会 守谷不動産㈱
横浜エレベータ㈱ 横浜信用金庫 ㈱横浜松坂屋 ㈱スリーオークス 日本産業㈱ ㈱田邊 ㈱アルテック
日興テクノス㈱ 三菱地所㈱ ㈱岩本不動産商会 ㈱さいか屋横須賀店
田中慶秋 鈴木恒夫 堀田利則 後藤一郎 村瀬憲一
１口 横須賀ロータリークラブ 川崎大師ロータリークラブ 相模原ロータリークラブ 相模原南ロータリークラブ
横須賀ライオンズクラブ 川崎中央ロータリークラブ 藤沢東ロータリークラブ 相模原ライオンズクラブ
川崎西ロータリークラブ ㈱笹田組 三丸興業㈱
㈲ケイエス商事 大岩産業㈱ 相模鉄道㈱ 朝日倉庫㈱
箱根温泉供給㈱ 高梨乳業㈱ ㈱むらせ ㈱産業貿易センター ㈱損害保険ジャパン ㈱ワイキャブ ㈱星
㈱アオキインターナショナル ㈱ヨコハマフーズ ㈱有隣堂 ㈲フォーシーズン 大成建設㈱横浜支店
㈱ザ・ホテルヨコハマ 田辺商事㈱ シルクビルディング㈲ 横浜丸中青果㈱ 富士倉庫㈱ オサラギ商事㈱
㈱三木組 ㈱アート宝飾 ㈱江戸清 鳥山整形外科医院 清水平安堂薬局 ㈱松尾工務店 ハビタックス㈱
ワシン坂病院 神奈川トヨタ自動車㈱ ㈱日生設備 湘南信用金庫 日総ビルディング㈱ 工藤建設㈱
黄金井酒造㈱ ㈱サカクラ 清水建設㈱横浜支店 ㈱ヨコペン 京浜警備保障㈱ ㈱横浜エクセルホテル東急
原地所㈱ 上野興産㈱ ㈱横浜スタジアム ㈱CHARMY TANAKA ㈱寺田事務所 ㈱小金井弥作商店
㈱相生 川崎大師平間寺 宗教法人大光院 ㈱一品香 ㈱崎陽軒
伊藤幸夫
中川和夫
高宮育夫
高島忠雄
黒岩信夫
千田晴久
石井文吉
間野昭一
仲戸川勲
菊地國和
浅見清
沓掛頼庸
伊奈忍
今井田津子 三木信男
川崎清剛
万年佐吉
富永恵美子 高地光雄
山下精章
宮川一男
美津口亀夫 永田鐡二
原秀夫
相川文五郎 中澤靖武
高橋幸夫
西村哲夫
須田正允
青柳嘉八
本多正八
矢部房男
山田みよの 渡辺宗男
佐藤七津美 粉川邦男
中村俊雄
竹宮帝次
小川登美男 宮坂勉
相川登美子 佐藤雅一郎 茅野誠
奥村和昭
久保田雅彦 内山秦
村上洋
松田成之
関戸俊男
伊藤健三
佐藤忠行
島映子
岩瀬榮
高森茂範
雲居時行
若女井利治
笠井晃
武井靖典
山本和俊
田村一雄
山名信之
佐野友保
田口博昭
新田俊雄
原田佐江子 小島光男
小島清
廣瀬久也
武井重利
武井正光
川崎３０団（高安征夫）
横浜８団（寺口伸夫）
横浜３団（小倉弘章）
横浜１０団（鈴木市蔵）
横浜９５団（作田豊彦）
横浜４９団（稲田昭子）
横浜２７団（渡部巌）
横浜８１団（阿部忠義）
横浜１０７団（須藤千秋） 横浜６５団（岡竹直）
横浜１１７団（南雲則雄）横浜８７団（鈴木武道）
横浜９９団（井上延義）
横浜２３団（須藤照夫）
横浜９４団（池田曠）
横浜１１４団（長島明彦）
横浜１００団（山中誠）
横浜８４団（落合正照）
横浜１団（谷本明穂）
横浜７１団（小林浩）
横須賀２０団（二宮幸三） 鎌倉７団（鈴木晴美）
逗子１団（鈴木守）
藤沢１２団（徳田憲昭）
葉山１団（鈴木雅勝）
藤沢１団（中谷保治）
平塚１１団（川島功）
大和３団（土田謙一）
大和４団（関水直行）
大和６団（中西勝利）
伊勢原２団（今井洋一） 寒川２団（利根康教）
厚木４団（漣民代）
厚木７団（高橋一夫）
小田原１団（高橋弘行） 小田原１３団（岩城弓雄）
鎌倉３団（吉村公）
川崎４３団（小山新生）
川崎５５団（長瀬政義）

平成 17 年度維持会員 会費納入団
「ボーイスカウト神奈川連盟のスカウト運動を財政面からご支援いただいている各団です」
ご支援ありがとうございます。
川崎地区
横浜地区
横浜中央地区
横浜南央地区
横浜みなと地区
横須賀地区
湘南地区
江南地区
県央地区
湘北地区
小田原地区

川崎２，３，３０，３９，４０，４２，４３，４４，４６，４８，４９，５３，５５団
横浜３，８，１０，１７，１９，３５，４９，５７，５８，６９，７３，７５，８２，９５団，
横浜１２０，１２５，１３０団
横浜２７，３０，６１，６５，８１，９８，１０５，１０７，１１０，１１２，１１７団
横浜２３，３１，６２，７１，８７，８８，９６，９９，１１５，１１６，１２３，１２７団
横浜１，２４，３４，４３，６８，７２，７４，８４，９４，１００，１０１，１１４，１１８団，
横浜１２４団
横須賀４，１１，１２，１４，１５，１６，１７，１８，１９，２０，２１，三浦３，５団
葉山１，逗子１，鎌倉２，３，５，７，８団
藤沢１，２，３，４，７，１２，１６，１７，１８，１９，２１団
茅ヶ崎１，３，寒川１，２，平塚３，４，５，８，９，１０，１１，１２，大磯１団
海老名２，３，４，相模原２，５，７，８，９，１１，座間２，３，津久井２団，
大和１，２，３，４，５，６団
厚木４，７，８，伊勢原１，２，愛川１，２，秦野１，２，３団
小田原１，６，１０，１３，南足柄１，箱根４団
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