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　仲間と集まることを避け、マスクで笑顔を隠し、握手もハ
イタッチもやめて・・・たくさんの人がそんな毎日を暮らして
います。新型コロナウイルスは100年に一度の人類が遭遇し
た感染症、スペイン風邪以来です。世界中のボーイスカウト
が初めて経験する非常事態です。
　もともと日本のボーイスカウト運動には、少子化、高齢化
という逆風が吹きつけていました。秋田県連盟は、その最先
端で逆風に立ち向かい課題解決に向けて努力し続けてきた
県連盟の一つでした。日本連盟の動きに先駆けて、「地域の
みんなに見えるボーイスカウト活動」を展開し、行政はもち
ろん、他のアウトドア活動、子育て支援活動など様々なグ
ループとタッグを組み「ボーイスカウトの持っている力」を
発揮してきました。
　そこに新型コロナウイルスの嵐です。過去のボーイスカウ
トは誰も経験したことがありません。以前と同じ考え方、同
じ手法だけでは通用しない、この嵐を乗り越えられないので
はないか、全国の多くのボーイスカウト関係者がそう感じて

いるであろうと思います。
　でも、僕らなら・・・やれると思っています。今日まで一緒
に取り組んできた「秋田県でのボーイスカウト活動」それを
支えてきた仲間と一緒なら全国に見本を示すことだってでき
るでしょう。
　各理事の皆さん！それぞれの知恵と経験を出し合い、どん
どん議論を深めて、秋田県連盟を一歩でも二歩でも前に進
めていきましょう。未来の秋田県連盟のために。
　各隊のリーダーの皆さん！この難しい状況の中、皆さんの
アイデアと行動力で、引き続き魅力ある隊活動の展開をお願
いします。スカウトは、皆さんを待っています。
　保護者の皆さん！子供たちの「夢のような時間」「とびっ
きりの体験」のために、ボーイスカウトの力強いサポーター
としてこれからも熱い応援をお願いします。熱い応援が、
リーダーを熱くし、活動にエネルギーを与えます。
　そして、ビーバー、カブ、ボーイ、ベンチャー、ローバー、そ
れぞれのスカウトのみなさん！「いちにんまえ（一人前）」っ
て、カッコよくて、すごいことなんです。それをめざすボーイ
スカウトは、とてもステキな活動です。ボーイスカウトにいる
「今」をとことん楽しんでください。
　「ボーイスカウトってかっこいいなあ」ボーイスカウトに
憧れていた男の子が50年たってボーイスカウトの理事長に
なりました。ボーイスカウトが、子供たちの、そして大人に
とっても憧れであり続けるように・・・・そう思っています。

Creating a Better World ～より良き社会を作る～
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新型コロナウイルスはチャンス！

日本ボーイスカウト秋田県連盟　県連盟コミッショナー　吉田　司

　新型コロナウイルスの広がりが止まりません。ワクチンや対処薬の開発は、全世界の製薬会社や科学者
の皆さんがまさに血眼になって研究しています。早ければ日本にも２０２１年の５月くらいには届きそうで
すが、数も少なく、何よりも安全性や効果などを考えると全世界の人々が安心して暮らせるようになるまで
は、この戦い（？）は数年かかるかもしれません。
　スカウト活動は、一人でできるスキルプログラムもたくさんありますが、異年齢のスカウトが班（組）を作
り、野外活動を通じて「高い人格を形成する」プログラムが特徴です。そのためには、同じ釜の飯を食べ、
一緒にテントに寝て、といったまさに「３密」活動が行われ、実際にその効果が上がっていました。こうした
形態の活動はボーイスカウトに限らず、全世界の多くの団体で見られることだと思います。
　このようなの中で、スカウト活動も変化していかなければなりません。マスク、手洗い、３密回避行動等
一人ひとりの自己防衛は基本ですが、プログラムの提供や実施の在り方にも創意と工夫が求められます。
屋内よりも野外のほうが感染リスクは低いので、野外での集会（活動）の場を、今まで以上に取り入れるこ
とも一つです。
　秋田はこれから冬に向かいますので寒さ対策が必要ですが、「寒いから屋内」という発想から、「どうし
たら寒さをしのいで楽しめるか」を、創意と工夫でスカウト、保護者、指導者で考えることも大切だと思い
ます。「雨が降ったのでキャンプは中止します」というのはボーイスカウト以外の団体ではあっても、ボー
イスカウトでは、「雨が降るのを待って、雨の中のキャンプをどうやって楽しむか」「雨の中でのアクシデン
トをどうやって（個人スキルと班の協力で）リカバリーするか」が訓練であり、これらの積み重ねが、「高い
人格形成」に役立つプログラムであります。
　「アクシデントこそチャンス」と考えを転換してみましょう。今まで行ってきたプログラムを一度リセット
してみましょう。もちろんこの運動には変えてはいけないことがありますので、、それさえしっかりと押さえ
ていればあとは「自由に！」「大胆に！」プログラムを展開していいんです。今までとは違った発想がそこに
生まれてきます。なんかそう考えると、ワクワクしてきませんか？

スカウト秋田◎第133号
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全JA秋田ふるさと｢ちゃぐりんフェスタ2020｣
防災体験に参加して

日本ボーイスカウト秋田県連盟 理事　行事委員長　藤原　隆

　新型コロナウイルス感染症の影響により、すでに半年くらい活動の自粛を余儀なくされている中、７月
１０日ＪＡ秋田ふるさと青年部部長小松様より防災体験の依頼が入った。開催要項の内容を確認した
後、ボーイスカウト活動で行われているコロナ感染対策を取っていれば大丈夫”やりましょう”ボーイス
カウト活動のＰＲにも繋がるプログラムにしましょうと理事長の指示が入った。早速委員会を開催、プロ
グラムを『火起こし.ツイストパン.簡易浄水器』に決定した。
　８月２２日開催日当日は、前日からの雨もしっかり上がり現地に着いた１０時半頃には、気温３０ﾟＣに
も達していた中で、久々の活動に指導者全員張り切って設営予定の時間より大部早くセットすることが
出来た。
　昼食後１時スタート、小学生と保護者約１５人（ＪＡ秋田ふるさと青年部、女性部職員約１５人）猛暑の
中、汗だくになりながらも、火起こしに何度も挑戦する男の子、ツイストパンをつまみながら美味しいと
言って食べる女性職員、簡易浄水器を作って思っていた以上にきれいな水が吐水口より出てきたと喜ん
でいる親子、皆さん興味を持って真剣に取り組んでくれました。終わった後に１人男の子が、楽しかっ
た。来年も来てくれるんでしょうの言葉にホッとした気持ちになったと同時にボーイスカウト活動のＰＲ
に繋げることが出来て良かったと思います。参加者みんなで爽やかな汗をかいた一日でした。

スカウト秋田◎第133号



日本ボーイスカウト秋田県連盟 理事

フォーラムナイト
各グループ動画発表 閲覧の様子

行事委員会フォーラム担当　会津 行

　第23回全国スカウトフォーラムが11月21日～23日の日程で国立淡路青少年
の家にて開催され、本県からは秋田第6団ベンチャースカウト和田はるかさんが
県代表として参加しております。
　本年度の全国フォーラムはコロナウイルス感染対策としてＷｅｂ開催となり、
テーマ「私たちにできる社会貢献とは」について2日間にわたり「ワークショッ
プ、分科会」を通して県フォーラムにて採択された決議を全国のベンチャースカ
ウトと熱心に討議されました。フォーラムの一部についてはユーチューブによる
ライブ配信もされております。
　代表の和田はるかさんにおきましては、初日のプレフォーラム参加者紹介で多
少緊張しているように見えましたが、22日のフォーラムナイトではリラックスし
た笑顔を見ることができ一安心しました。
　全国フォーラム終了後に和田はるかさんと33団、板垣優輝君より感想をいた
だきましたので紹介します。
　今後は県内ベンチャースカウトが全国フォーラムにて決議されたテーマを実行
に移すアフターフォーラムが展開されます。ベンチャースカウト諸君へは仲間と協
力し目標達成に向け努力することをフォーラム担当として切に願っております。
　最後にフォーラムオンラインの段取り等にご協力いただいた6団和田副長（ご夫
妻）に感謝しお礼申し上げます。ありがとうございました。

全国ス
カウトフォーラムを終えて

スカウト秋田◎第133号
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秋田県連盟代表 和
田はるかさん

オンラインにてプレ
フォーラムへ参加

感想の紹介
全国スカウトフォーラムを終えて

9月
県フォーラム
開催

フォーラムナイト
手描きの動画による秋田紹介
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和田はる
かさん

　　全国のスカウトとネットを通じ
て交流する機会がとても有意義に感
じられました。他県で頑張っているス
カウトのことを思い出してこれから
も何事にも頑張ろうと思いました。

　　各都道府県ごとに多くの様々な
意見が出されており、非常に驚きま
した。自分たちで提案した活動はも
ちろんですが、他の県の意見も参考
にして今後の活動に活用していきた
いと思います。



6

北秋田営業所　所長　杉渕　勝利

北秋田営業所　〒018-3301　北秋田市綴子字大堤道下95-2
TEL/0186-63-1451　FAX/0186-63-0130
本社秋田・横手・由利本荘・大館・北秋田・能代

k-sugibuchi@tapros.co.jp　http://www.tapros.co.jp

日本の心を奏でる　　　　　　　

尺　八　教　室
指導：三 浦 龍 畝

総社神社内（秋田市川尻総社町 14-6）
連絡先　TEL 080(5224)3282

〒010－0001秋田市中通六丁目4-21
TEL：018-833-2220　FAX：018-833-6732

秋田県知事許可「般-2」第 12300 号
厚 物 精 密 板 金 全 般

 (株)中嶋精密製作所
代表取締役　中　嶋　恭　央

〒 014-0801 大仙市戸地谷字川前 285-1 TEL0187-62-1098
FAX0187-62-0098

(株)サービス・なかじま
代表取締役　中　嶋　小百合

〒014-0801 大仙市戸地谷字川前285-1　TEL0187-63-1098

総合広告代理店

〒010-0953 秋田県秋田市山王中園町10-2
TEL：018-883-1355　FAX：018-824-6262

http://www.ikea-planning.com

秋田市大町一丁目4-12
Tel 018-862-2097

秋田大学発ベンチャー 合同会社トライガルフ
さけ・ます養殖の設備更新の際は水槽の半自動清掃機や残餌排出などご相談下さい。
その他、一般家屋用の屋根雪降し装置、省エネ鍋など続々製品開発しております。

〒987-0611宮城県登米市中田町浅水字中川面22-2 ☎090-7564-5103　trigulf@xpost.plala.or.jp

We Serve(われわれは奉仕する)

秋田山王ライオンズクラブ
会長    田  代  憲  一

事務局   秋田市大町3丁目2－44
協働大町ビル3F    TEL865-6415
URL  http://www.aslions.jp

スカウト秋田◎第133号

ｅｃｏで快適な環境を実現

〒010-0953   秋田市山王中園町10-2

代表取締役 安宅 信之

tel :  018-874-7457   fax :  018-874-

太陽光発電 一般建築・土木工事 内外装リフォーム

除菌 抗菌 消臭剤 「ナデプラン」

web :  jasna-akita.com    

ｅｃｏで快適な環境を実現

〒010-0953   秋田市山王中園町10-2

代表取締役 安宅 信之

tel :  018-874-7457   fax :  018-874-

太陽光発電 一般建築・土木工事 内外装リフォーム

除菌 抗菌 消臭剤 「ナデプラン」

web :  jasna-akita.com    tel：018‐874‐7457   fax：018‐874‐7458   web：
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見えない危険 隠れたムダを見つけます！

　    　（有） 　秋田電気管理センター
代表取締役　熊谷　琢次　保安部長　熊谷　直樹
〒010-0946 秋田市川尻総社町10-8  BF  TEL018(863)4230

岩渕内科胃腸科
クリニック
院　長　岩渕　　朗
秋田市保戸野中町7-16

TEL.018-896-7270

安倍歯科医院
院　長　小林　崇之
秋田市中通3-3-28

TEL.018-874-8390

TAKU歯科クリニック
院　長　佐藤　拓

秋田市寺内字三千刈325-3

TEL.018-867-8255

おおすみ歯科医院
院　長　佐々木　嘉一
秋田市大住3-3-53

TEL.018-836-5222

大渕歯科医院
院　長　大渕　義孝
秋田市中通 4-7-35

TEL.018-835-3711

清水歯科クリニック
院　長　清水　真木雄
秋田市保戸野千代田町2-41

TEL.018-863-3443

いしかわ歯科・矯正歯科
院　長　石川　承平
秋田市広面字野添181

TEL.018-887-3988

平塚歯科医院
院　長　平塚　　新
秋田市御所野元町 2-12-1

TEL.018-826-1888

田中歯科医院
院　長　田中　　寛
秋田市寺内油田3-15-3

TEL.018-857-1133

こまはし歯科医院
院　長　駒橋　　純
秋田市山王 ２-6-1

TEL.018-862-7047

あんどう矯正歯科クリニック
院　長　安藤　葉介
秋田市東通4-4-18

TEL.018-837-6480

ささき歯科クリニック
院　長　佐々木　大輔
秋田市広面字大袋38-1

TEL.018-884-0333

ながい歯科医院
院　長　永井　　毅
秋田市泉南3-25-1

TEL.018-824-4465

玉木デンタルクリニック
院　長　玉木　克弥
秋田市旭南3-2-73

TEL.018-827-5427

 
〒 010-0341 秋田県男鹿市船越字内子２２４－９
TEL.0185-22-6789　　FAX.0185-22-6788

http://www.aobakai.jp/

院　長　田村　広美

保安
法人

医療法人　千成会
★★★歯科・小児歯科・口腔外科★★★

旭北歯科医院
院　長　千　葉　利　昭

歯科医師　武田春輔、田尻太郎、赤川玄次
秋田市旭北栄町1-4　TEL018 (865)2931 

スカウト秋田◎第133号



★巻頭言として、田村理事長から、「今こそ、憧れのボーイスカウトに」と題して、ご寄稿いただきました。
理事長のもと、理事・指導者・保護者・スカウトみんなで秋田県連盟を盛り上げていきましょう。
★吉田コミッショナーから、「新型コロナウイルスはチャンス！！」と題し、ご寄稿いただきました。ボーイ
スカウトとしての新たなプログラム展開を楽しみましょう。
★JAふるさと「ちゃぐりんフェスタ2020」の防災体験に参加した藤原行事委員長からご寄稿いただきま
した。コロナ感染対策をしながらのプログラムは、ボーイスカウト活動のPRに繋げることができたよう
です。お疲れさまでした。
★スカウトフォーラム担当の会津理事から、「全国スカウトフォーラムを終えて」と題し、ご寄稿いただきま
した。ベンチャースカウトにとっては、貴重な体験になったようです。ありがとうございました。

I n f o r m a t i o n

（Ｓ．Ｓ）

編集後記

「セーフ・フロム・ハーム」 ガイドライン
すべての人の尊厳を尊重する。
すべての成人・青少年を平等に扱う。
相手の嫌がることは、自分が善意のつもりであっても行わない。
すべての人に対し、脅威を与えたり脅威を感じさせたりする言葉を遣わない。どのような
悩みにも親身になって相談にのり、対応する。
ウェブサイトは誰でも見られることを意識して内容を選ぶ。
　　　　　　　　（個人情報、顔写真などを本人または保護者の許可なく投稿しない）
活動中にスカウトの前で喫煙はしない。
スカウト活動中は飲酒をしない。

スカウト秋田◎第133号
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