
ラジオスカウティング イン 奈良

当団には、アマチュア無線の有資格者

が生田育成会長はじめ多数おられます。

又、日本連盟公認団体 日本ボーイスカ

ウトアマチュア無線クラブ（ＮＢＳＡＲ

Ｃ）に所属しているメンバーがＯＢ含め

４名が活動をしています。毎年全国大会

開催地でミーティングをするのですが、

今年は、２月２日－３日に奈良でラジオ

スカウティングが開催されました。ＩＣ

ＯＭ平城山（ならやま）研究所を見学し、

その後会場をホテルに移して各地の報告

会、次年度の活動方針などが検討されま

した。会員から第２４回世界スカウトジ

ャンボリーに、ＩＳＴ３名、派遣団本部

員１名が奉仕する事も報告されました。

ICOM月面反射用のパラボラアンテナ前に

て参加者のみなさん。 （ひらの）

１：ラジオスカウティング 奈良

２：スーパーカブ誕生

３：草木染め ＢＶＳ

４：ＢＰ祭・切り絵 ＢＶＳ
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ルックワイドって？
1950年頃、イギリスで当時のシニアースカウト（現在のベンチャースカウト）のため

に刊行された書物のタイトル（“Look Wide”A Book for Senior Scout）からきてい

る。冒険や遠征は特にシニアースカウト（ベンチャースカウト）にとって、視野を広

げるよい機会である。皆さんもいろんな冒険をしましょう。

Look Wide”It's a good title,isn't it ? and a good motto Senior Scout

沖縄県連盟の広報誌も『ルックワイド』表題で発行されている』

カブ隊 高木琢磨 君カブ隊 高木琢磨 君
チャレンジ章 完修

僕は、カブ隊でチャレンジ章を完

修しました。

完修の為には大変な事がたくさん

ありました。お母さんなどに手伝

ってもらいながら全てクリアでき

たので嬉しかったです。大変な項

目もあったけど頑張ってやり遂げ

たのでよかったです。

他にも絵をかいたり、旅行の計画

などをするのがとても楽しかった

です。最初チャレンジ章をやって

みると「疲れるな～」と思ったけ

ど、どんどんやっているうちに楽

しくなっていきました。なのでや

ってとてもよかったと思いまし

た。

このチャレンジ章でいろいろな事を知ったり、学んだりすることができた

のでとてもうれしいです。終わった後にタスキを見ると「とても頑張った

なあ」と思ってきました。

次は、カブではなくボーイになるのでもっと難しく大変なことがあっても

自分でやり遂げたいなと思います。チャレンジ章完修は頑張ってよかった

です。とても大変でした。

スーパーカブ誕生

活動の報告



活動予定

ビーバー隊

３月３日

団訓練場／野営場

時間 9時～14時 草木染めⅡ

玉せんと焼そば(団委員皆様に奉仕戴き

ます)

３月１７日

北名古屋市文化勤労会館／文化の森

時間 9時10分～12時

尾張東地区北エリアビーバー集会

『わくわくビーバー探検隊』をテーマに

開催されます

カブ隊

３月３日

組集会 団本部／団訓練場

３月１０日

組集会 団本部／団訓練場

新入隊・上進への道『リスの道』の集会

です。

３月１７日

名古屋市地下鉄沿線

地下鉄ラリーを予定しています。

ボーイ隊

３月３日

団本部／団訓練場

班集会 進級課目の修了確認

３月１０日

団本部／団訓練場

班集会 一級旅行計画立案

３月３０日－３１日

一級旅行キャンプ

ベンチャー隊

ベンチャー活動は、議長を中心に自分達

のプロジェクトを策定し、隼章・富士章

を目指し活動しています。

活 動

活動報告（写真）が届きました。

２０１９年１月２７日 ビーバー集会

団訓練場にて団委員の皆様のお手伝いで

草木染めをしました。

全員が参加できなかったので自家の集会

でも体験をしました

２０１９年２月１７日 ビーバー集会

Ｂ・Ｐ祭 ちぎり絵をしました。

Ｂ・Ｐ祭とは私達の活動の創始者ベーデ

ンパウエルの誕生日（２月２２日）をお

祝いする行事です）

２０１９年隊指導者編成

ビーバー隊長 大谷 茂 さん

ビーバー副長 西村 忍 さん

インストラクター 高木 繰 さん

カブ隊長 小原布紀子 さん

カブ副長 小川 智子 さん

カブ副長 緒方 利昭 さん

カブ副長 中川 大輔 さん

Ｄ・Ｌ 川村由果理 さん

ボーイ隊長 石原 丈裕 さん

ボーイ副長 近藤 怜之 さん

ボーイ副長 植木 治雄 さん

ベンチャー隊長 石原 和佳 さん

ベンチャー副長 杉山 真二 さん

ローバー隊長 河村 武人 さん

ローバー副長 大谷 茂之 さん

以上の皆様方にお願い致しました。
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2019年2月20日付で、コミッシ

ョナー通達「指導者バディル

ールについて」が発信されま

した。2019年2月20日付

https://www.scout.or.jp/member/wp/wp

-content/uploads/2019/02/20190220com

i_buddy.pdf

ボーイスカウト日本連盟では、誰も

が安全で安心できる活動をめざし、

セーフ・フロム・ハーム方針を定

め、スカウト活動に関わる人々にセ

ーフ・フロム・ハーム・ガイドライ

ンを示すとともに、加盟登録する成

人については、一年に一度、研修を

受講してもらうようにしています。

しかし、これだけでは青少年をすべ

ての危険から十分に守ることができ

ません。社会においては青少年を巻

き込んだ事件が後を絶たず、また、

その事件は青少年にとって安心でき

るはずの学校や家庭でも起きている

現実があります。

私たちの運動は、一人ひとりが「ち

かい」をたて、「おきて」を実践す

ることにより、この運動を素晴らし

いものにしてきましたが、残念なが

ら、スカウトたちを故意に傷つける

可能性、あるいはその目的をもって

この運動に加わろうとする者の参加

を完全に防ぐことはできません。特

に昨今は、性犯罪あるいは性的なハ

ラスメントを起こす可能性のある者

が、スカウトたちのまわりにいると

想定する必要があると考えます。

そこで、当連盟では、この現状を鑑

み、「セーフ・フロム・ハーム」ガ

イドラインに「指導者バディルール」

を加えることとしました。この運動

に関わるすべての人々が、責任ある

市民であることを信じて止みません

が、趣旨ご賢察のうえ、本通達につ

いて貴連盟内への周知徹底をお願い

申し上げます

指導者バディルール

安全で安心できるスカウト活動のた

めに、指導者は複数人で活動を行い

ます。

スカウト活動、あるいは活動外

においてもスカウトと指導者が一対

一にならないようにします。

集会の集合時においては、二人

以上の指導者が事前に集合場所にい

るようにし、スカウトと指導者が一

対一にならないようにします。

キャンプや舎営の折、スカウト

就寝時の点検については、必ず、二

人以上で行います。

オンライン通信（ＳＮＳ）、ソー

シャルメディアなどについては、他

の指導者または保護者も登録されて

いる中で利用します

各隊、団では、指導者体制などで

厳しい面もあるとは存じますが、本

対応が青少年を守るために、また、

奉仕をしていただく指導者を守るた

めに必要であることをご理解いただ

き、ご対応のほどお願いいたし

ます。なお、このルールは指導者個

々に対応をお願いしつつ、団におい

ては各隊がこの点に対応した活動

ができるようご尽力いただきたく重

ねてお願いします。

以上

以下 ひらのより

隊指導者・団運営者他関係者の皆

様、継続登録時にセーフフロムハー

ムを勉強して戴きました。再度

「セーフ・フロム・ハーム」

ガイドライン

を熟読戴き平素の活動に当たって戴けま

すことお願い致します。

不明点有りましたらお問い合わせくだ

さい

編集後記

保護者の皆様に活動報告などそれぞれの

部門から提供されていることと思いま

す。活動の報告を戴きながら思いつくこ

とを記録していきたいと思います。

皆様からの情報の提供をお願い致します

今回は、高木琢磨君が、チャレンジ章を

監修しその感想を書いてくれました。

団員の皆さんも、嬉しかった事、つらか

った事、活動以外でも何か書いてくれる

と嬉しいですね。保護者の皆さん、ご兄

弟の皆さんからの情報の提供お待ちして

おります。 次ページに、コミッショナ

ーからの通知を掲載しておきます。

今後、私達活動に関わる関係者の皆様へ

の通知ですので必ず、隊指導者・団運営

者は必読してください。保護者の皆様へ、

土文意有りますようにスカウト達への配

慮は組織全体として取り組んでいく為に

発信されています。 （ひらの））
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