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　秋田にも桜前線が届こうとしてい

る今日この頃です。

　新年度を迎え各団新たな気持ちで

活動のスタートを切った事と思いま

す。昨年行われた５ＨＴＣ猪苗代湖の湖水浴・大営

火の「なまはげ」はまだ記憶に新しいかと思います。

　今年８月、日本連盟創立 95 周年事業として、茨

城県の高萩スカウトフィールドで「日本ジャンボ

レット 2017」が開催されます。また、秋田県連盟

には９月に行われる「ねんりんピック秋田 2017」

の奉仕依頼もされております。

　前年度に引き続き今年度も合同集会を実施しま

す。

　集会を通じて、「スカウトは目標を高く、視野を

広く、スカウトスピリットを鍛えてほしい！」指導

者は自身のスキルを高め、スカウトに進歩の見える

プログラムの展開を期待します。各団委員の皆様は、

組織の充実を計り、指導者へのバックアップ体制ま

たスカウトの増員にさらなる努力を宜しくお願い致

します。

　みんなで協力して、
　　　　  一歩ずつ力強く前進！

平成28年度 北海道・東北ブロック「ベンチャースカウトのつどい」

スカウト秋田

副理事長　藤原　隆
日本ボーイスカウト秋田県連盟

★巻頭言として、藤原副理事長から、「新年度を迎え
て」と題して、ご寄稿いただきました。

★「新春のつどい」において、佐竹敬久連盟長から東
海林正雄氏、鈴木雅人氏に対し感謝状の贈呈がありま
した。おめでとうございます。

★昨年９月から開催されております全県カブ合同集会
について、佐川副コミッショナーから報告がありまし
た。新年度４月からは、より充実した内容での全県合
同集会の開催を予定しております。各団の参加よろし
くお願いします。　

★吉田コミッショナーから、日本連盟「団支援・組織
拡充委員会」との協働による秋田県連盟アクションプ
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　平成29年度に秋田県で開催される第30回全国健康福祉祭「ねんりんピック秋田2017」（平成29年９月９日

（土）～９月12日（火））におけるボランティアとして、秋田県からボーイスカウト秋田県連盟に、総合開会式への

参加協力の依頼がありました。

　総合開会式は、平成29年９月９日（土）「秋田県立中央公園陸上競技場」で行われますが、総合開会式１ヶ月前

リハーサルを、８月６日（日）9:00～17:00（県立中央公園）、１週間前リハーサルを、９月３日（日）9:00～

17:00（県立中央公園）、前日リハーサルを、９月８日（金）9:00～17:00（県立中央公園）と、事前リハー

サルがあります。

　なお、総合開会式及びリハーサルに参加したボーイスカウトについては、「学校行事における教育活動の一環」と

して取り扱うことになっております。

ランの推進について、ご寄稿いただきました。平成
29年度からスタートするアクションプラン（３か
年）、団支援と組織拡充のため、がんばりましょう。

★下山ディレクターから、「楽しいスカウティングの
ために」と題して、ディレクター就任のあいさつと新
基礎訓練課程について、ご寄稿いただきました。各研
修所への指導者の積極的な参加を期待しております。

★今年９月に開催される『ねんりんピック秋田
2017』の開催式に、ボーイスカウトが参加すること
になっております。各団のご協力よろしくお願いし
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　（ Ｓ．Ｓ ）

4月 1日～ 2日
5月21日
5月27日
5月27日
5月27日
6月 4日
6月11日
8月 4日～ 9日
8月11日～12日
9月 3日
9月 9日
9月16日～18日

今後の予定今後の予定 ブロックコミッショナー会議（宮城）
平成29年度秋田県連盟総会
平成29年度全国大会（鳥取県）
第1回全国県連盟コミッショナー会議
第1回県連盟代表者会議
第1回ＢＳ講習会
防災キャラバン（秋田市）
日本ジャンボレット高萩２０１７
防災チャレンジキャンプ
第2回ＢＳ講習会
ねんりんピック開会式
団委員研修所

ねんりんピック秋田２０１７ねんりんピック秋田２０１７
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新春のつどい
ボーイスカウト秋田県連盟

日 時：平成29年１月８日（日）　　場 所：秋田ビューホテル

佐竹連盟長 「新春のことば」
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秋田県連盟副コミッショナー  佐川　芳子

全県ＣＳ合同集会について

　「ボーイスカウト秋田県連盟合同カブ集会」については、平成28年8月、全県ＣＳ指導者会議で、
平成28年９月から平成29年３月まで合同活動を続けることに決定し、平成28年９月４日、第１回Ｃ
Ｓ合同集会を「ユースパル」で開催しました。
　第２回ＣＳ合同集会は、平成28年９月17日・18日、「岩城少年自然の家」で『合同キャンプ』を、
第３回ＣＳ合同集会は、平成28年10月２日、「能代市風の松原」で『鍋っこ』を、第４回ＣＳ合同集
会は、平成28年11月20日、「大仙市内」で『花火の町探検隊』を編成し、第５回ＣＳ合同集会は、
平成29年２月19日「秋田市千秋公園」で『ＢＰ祭』を、第６回ＣＳ合同集会は、平成29年３月12日
「秋田市キタスカ」で『くまスカウトを送る会』を開催しました。

BPの前で記念撮影

　ボーイスカウト秋田県連盟「新春のつ
どい」が、１月８日（日）午後１時30分
から秋田ビューホテルで開催され、国旗
儀礼、（歌）歓喜に寄する頌、乳井理事長
あいさつの後、意見交換「日本連盟100
周年に向けた計画」が行われた。
　午後３時、佐竹敬久連盟長を迎え、佐
竹連盟長から、日本連盟維持会員として
ご協力いただいている東海林正雄氏、５
ＨＴＣ（北海道・東北ブロックキャンポ
リー）にご協力いただいた鈴木雅人氏に
対して『感謝状』が贈呈された。
　午後２時30分、佐竹連盟長から『新
春のことば』をいただき、全員で記念写
真を撮影した。

　新年あけましておめでとうございます。本日、お
集まりの皆様とともに新年をお祝いできますことを、
うれしく思います。
　皆様には、日頃から連盟の活動をはじめ、青少年
の健全育成に献身的に御尽力いただいており、深く
敬意を表しますとともに、心から感謝申し上げます。
　昨年８月の富士山麓で開催された「第12回日本ア
グーナリー」では、障がいの有無や老若男女を問わ
ず、すべてのスカウトや指導者が、期間中の諸活動
を通じて、共生社会でのスカウトの在り方を学び、
世界６カ国の外国スカウトとの交流や障がいスカウ
トと活動した経験は、今後の大きな糧になったもの
と思います。
　また、開会初日には、秋篠宮殿下と長女眞子様と
の御懇談において、秋田第46団の野村春樹さんが立
派に自己紹介したと伺っており、特別な思い出に
なったのではないでしょうか。
　さて、国際化が進展する現代において、志高く、
力強く生き抜いていくためには、自らの判断で行動
したり、生涯を通じて学び続ける力を養っていかな
ければなりません。
　同時に、「多文化共生」と言われる現代社会にお
いて、自分が生まれ育ったふるさとを愛し、周囲と

調和しながら、
誇り高く生きる
ことが強く求め
られています。
　そうした中に
あって、異なる習慣や価値観をもつ他国の人々と交
流することは、非常に大切なことであり、若い皆さ
んには、ボーイスカウトの活動を通して、世界を舞
台に活躍する人材に育ってくれることを切に願って
おります。
　近年、子どもや家庭をとりまく環境が多様化する
中で、ボーイスカウトをはじめとした青少年の教育
団体も、いかにして存在感を発揮していくかが課題
となっております。
　本日お集まりの皆様方には、これまでに培われた
伝統を大切にしながら、時代の求めに応じた活動に
も積極的に挑戦し、新しいボーイスカウトの姿を示
していただくことを期待しております。
　結びに、皆様の益々の御健勝と、この一年が、私
ども秋田県連盟、並びに各団の皆様にとって、実り
多き年になりますよう御祈念申し上げ、新春の言葉
といたします。

連盟長新春のことば

だまこ作り 花火と共にばんざい！

開会セレモニー テントの前で

チャレンジ章国際ゲット！

9/4 合同集会 ユースパル

9/17-18岩城少年自然の家合同キャンプ

10/2 能代市 鍋っこ

11/20 仙市 花火の町探検隊

2/19 秋田市 千秋公園 BP祭

感謝状贈呈

感謝状贈呈
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　平成28年度から日本連盟の常設委員会に「団支援・組織拡充委員会」が新設されました。この委員会

は、平成27年度まで常設委員会として動いていた会員拡充委員会に、団支援の機能も加えて機能強化し

名称変更された形です。

　平成28年度は、高知県連盟の支援を行い、少しずつではありますが成果を見せ始めています。

　秋田県連盟は平成29年度から、多額の自己資金を投入し全県を挙げて団支援と組織拡充のためのリバ

イバルアクションプラン（３か年）をスタートさせます。秋田県連盟に所属するすべての成人は、秋田

県内の青少年たちに本物のスカウティングを体験させ、より良き社会人育成のために全力を傾ける最後

のチャンスといえるでしょう。私たちでできないところは、「公益財団法人ボーイスカウト日本連盟」

「日本連盟役員の全国的（全世界的）な人脈」等を活用し、スムースな支援体制をバックアップしても

らいます。

「秋田県連盟のリバイバル！いつやるの？」

「今でしょう！」

　笑い話ではなく、

「ど真剣」に、秋田県連盟全会員のスカウトスピリッツを一つにして頑張ろう！

秋田県連盟コミッショナー  吉田　　司

「団支援・組織拡充委員会」との協働による秋田県連盟
リバイバルアクションプラン（３か年）の推進について

「団支援・組織拡充委員会」との協働による秋田県連盟
リバイバルアクションプラン（３か年）の推進について

全県指導者のつどい

● テ ー マ Stick to it ! －最後まで頑張れ－ 
̶ うまくいかないようなときでも、微笑して一人でツグミのように「Stick to it, stick 
to it, stick to it（がんばれ、がんばれ、がんばれ）」と歌っていれば、無事切り抜けられ
るだろう 『̶スカウティング  フォア  ボーイズ』からの引用です。

　2017年は日本連盟創立95周年の年です。この記念の年に、高萩スカウトフィールドのグランドオー
プンとして、ビーバースカウトからローバースカウトまでのすべての部門のスカウトと、一般の青少年
も参加できる新しい野営大会「日本ジャンボレット高萩2017」を開催します。この大会は、高萩スカ
ウトフィールドの豊かな自然の中で、全部門のスカウト、一般の青少年、地域の人々と交流し、自由闊
達に思う存分野営生活を楽しみ、この地ならではの特色あるプログラムに挑戦することで、「そなえよ
つねに」と「パイオニア」の精神をもって、スカウト本来の創意工夫や皆との協働作業（組活動・班活
動）などを通じて本運動の楽しさを実体験し、さらに地域との相互理解を深め、持続可能な社会につい
てともに考える機会とすることを目的としています。

日本ジャンボレット高萩2017
ボーイスカウト日本連盟創立95周年記念

● 開会期間 〈ボーイスカウト以上〉
８月４日（金）～９日（水）の５泊６日。隊の状況により、短い日程でも可とします。 
＜ビーバースカウト・カブスカウト＞
８月５日（土）～８日（火）の各日で、日帰り参加とします。

●大会会場 大和の森　高萩スカウトフィールド　　〒318-0104 茨城県高萩市中戸川菖蒲沢 412

● 参 加 費 全日程参加：35,000 円（ＢＳ隊およびＶＳ隊、本部スタッフ） 
　　　　　　参加日程が短い場合でも減額はしません。
日帰り参加：１日 2,500 円（ＢＶＳ隊およびＣＳ隊）

● 参加形態 各団の隊ごとの参加（申し込み方法も同じ）

ボーイスカウト日本連盟常設委員会

　ボーイスカウト日本連盟の規程では、隊・団指導者の役務に年齢の上限がありません。唯一上

限があるのは、日本連盟のトレーナーです。今年３月31日を以って任期満了を迎えました小西稔

氏の後を引き継ぎ、県連盟ディレクターの任務に就くこととなり、大変身の引き締まる思いです。

微力ではありますが、秋田県連盟の指導者養成に全力投球で取り組んでいきたいと考えておりま

すので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　さて、すでにご承知のことと思われますが、今年度より隊指導者の基礎訓練課程（ウッドバッ

ジ研修所）が改訂されました。新基礎訓練課程は、全部門の指導者が共通に履修しスカウティン

グの本質を学ぶ「スカウトコース」と、それぞれの部門の特徴を学ぶ「課程別研修」で構成され

ています。これは、ボーイスカウト日本連盟100周年を目指した長中期計画の重点施策の一つで

もあり、「全ての指導者が、スカウト活動の基本的な知識・技能を修得した上で、各部門の特徴

に合わせた隊活動が実施展開できるようになる」ことを期待しています。東北各県ではトレー

ナーも激減し、一県連での基礎訓練課程の開設は厳しく、今後は東北６県での合同開催が主体と

なる見込みです。５月３日～６日には宮城県で東北第１期がスカウトコース・課程別研修一括型

で開設されます。10月には山形県で東北第２期の開設が予定されています。従来のウッドバッジ

研修所を修了された方の参加も奨励しています。この機会に県内の多くの指導者が参加されるこ

とを期待しております。また、当県連盟では、９月16日～18日に団委員研修所の開設を予定し

ております。まだ修了されていない団委員長・団委員の皆さま、また今後団委員となられる方々

のご参加をお待ちしております。すべては、「楽しいスカウティング」のために。

楽しいスカウティングのために
秋田県連盟ディレクター  下山　良子
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〒010-0953 秋田県秋田市山王中園町10-2
TEL：018-883-1355　FAX：018-824-6262

ecoで快適な環境を実現
太陽光発電・LED照明・内外装リフォーム・空調メンテナンス
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代表取締役 藤原　隆
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介護のご相談、お気軽にお問い合わせください
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さけ・ます養殖の設備更新の際は水槽の半自動掃除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

阿部法律事務所
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携帯電話 090-3649-9967
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岩渕内科胃腸科
クリニック

TEL.018-896-7270

院　長　岩　渕　　朗
秋田市保戸野中町 7-16

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

携帯電話 090-3649-9967

北秋田営業所　所長代理 杉渕　勝利

敬徳会歯科診療所

潟上市天王上字江川 47

院 長　千葉　豊明

TEL.018-878-6800

（医）梅田歯科

能代市花園町 27-17

院 長　梅田　正己

TEL.0185-54-2807

院 長　佐藤　拓
院 長　駒橋　純

院 長　石田　　泰

三浦歯科クリニック

秋田市仁井田本町 5-1-25

TEL.018-839-8219

院 長　三浦　吉貴

株式会社 丸臣髙久建設

家づくり、夢づくり、
　　　人生物語のパートナー

玉木デンタルクリニック

秋田市旭南３丁目２-73

院 長　玉木　克弥

TEL.018-827-5427

鈴木歯科診療所

由利本荘市大内三川字白山田 86-1 

TEL.0184-65-2685

院 長　鈴木　文登

（医）石井歯科

潟上市天王字長沼 40-14

院 長　石井　秀彦

TEL.018-873-5111

スカウト秋田◎第127号 スカウト秋田◎第127号

TEL.018-867-8255

TAKU
歯科クリニック

秋田市寺内字三千刈 325-3

こまはし歯科医院

秋田市山王２丁目 6-1

TEL.018-862-7047

７６



Information

1８

スカウト秋田◎第127号

新年度を迎えて …………………………………… 1
新春のつどい ……………………………………… 2
全県ＣＳ合同集会 ………………………………… 3
秋田県連盟アクションプランの
推進について ……………………………………… 4
楽しいスカウティングのために ………………… 5
広告 ………………………………………………… 6
Infomation ……………………………………… 8

◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆

　秋田にも桜前線が届こうとしてい

る今日この頃です。

　新年度を迎え各団新たな気持ちで

活動のスタートを切った事と思いま

す。昨年行われた５ＨＴＣ猪苗代湖の湖水浴・大営

火の「なまはげ」はまだ記憶に新しいかと思います。

　今年８月、日本連盟創立 95 周年事業として、茨

城県の高萩スカウトフィールドで「日本ジャンボ

レット 2017」が開催されます。また、秋田県連盟

には９月に行われる「ねんりんピック秋田 2017」

の奉仕依頼もされております。

　前年度に引き続き今年度も合同集会を実施しま

す。

　集会を通じて、「スカウトは目標を高く、視野を

広く、スカウトスピリットを鍛えてほしい！」指導

者は自身のスキルを高め、スカウトに進歩の見える

プログラムの展開を期待します。各団委員の皆様は、

組織の充実を計り、指導者へのバックアップ体制ま

たスカウトの増員にさらなる努力を宜しくお願い致

します。

　みんなで協力して、
　　　　  一歩ずつ力強く前進！

平成28年度 北海道・東北ブロック「ベンチャースカウトのつどい」

スカウト秋田

副理事長　藤原　隆
日本ボーイスカウト秋田県連盟

★巻頭言として、藤原副理事長から、「新年度を迎え
て」と題して、ご寄稿いただきました。

★「新春のつどい」において、佐竹敬久連盟長から東
海林正雄氏、鈴木雅人氏に対し感謝状の贈呈がありま
した。おめでとうございます。

★昨年９月から開催されております全県カブ合同集会
について、佐川副コミッショナーから報告がありまし
た。新年度４月からは、より充実した内容での全県合
同集会の開催を予定しております。各団の参加よろし
くお願いします。　

★吉田コミッショナーから、日本連盟「団支援・組織
拡充委員会」との協働による秋田県連盟アクションプ

編
集
後
記

編
集
後
記

　平成29年度に秋田県で開催される第30回全国健康福祉祭「ねんりんピック秋田2017」（平成29年９月９日

（土）～９月12日（火））におけるボランティアとして、秋田県からボーイスカウト秋田県連盟に、総合開会式への

参加協力の依頼がありました。

　総合開会式は、平成29年９月９日（土）「秋田県立中央公園陸上競技場」で行われますが、総合開会式１ヶ月前

リハーサルを、８月６日（日）9:00～17:00（県立中央公園）、１週間前リハーサルを、９月３日（日）9:00～

17:00（県立中央公園）、前日リハーサルを、９月８日（金）9:00～17:00（県立中央公園）と、事前リハー

サルがあります。

　なお、総合開会式及びリハーサルに参加したボーイスカウトについては、「学校行事における教育活動の一環」と

して取り扱うことになっております。

ランの推進について、ご寄稿いただきました。平成
29年度からスタートするアクションプラン（３か
年）、団支援と組織拡充のため、がんばりましょう。

★下山ディレクターから、「楽しいスカウティングの
ために」と題して、ディレクター就任のあいさつと新
基礎訓練課程について、ご寄稿いただきました。各研
修所への指導者の積極的な参加を期待しております。

★今年９月に開催される『ねんりんピック秋田
2017』の開催式に、ボーイスカウトが参加すること
になっております。各団のご協力よろしくお願いし
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　（ Ｓ．Ｓ ）

4月 1日～ 2日
5月21日
5月27日
5月27日
5月27日
6月 4日
6月11日
8月 4日～ 9日
8月11日～12日
9月 3日
9月 9日
9月16日～18日

今後の予定今後の予定 ブロックコミッショナー会議（宮城）
平成29年度秋田県連盟総会
平成29年度全国大会（鳥取県）
第1回全国県連盟コミッショナー会議
第1回県連盟代表者会議
第1回ＢＳ講習会
防災キャラバン（秋田市）
日本ジャンボレット高萩２０１７
防災チャレンジキャンプ
第2回ＢＳ講習会
ねんりんピック開会式
団委員研修所

ねんりんピック秋田２０１７ねんりんピック秋田２０１７

1ヶ月前リハーサル 1週間前リハーサル 前日リハーサル 総合開会式

平成29年
８月６日（日）
9:00～17:00

平成29年
９月３日（日）
9:00～17:00

平成29年
９月８日（金）
9:00～17:00

平成29年
９月９日（土）

秋田県立中央公園陸上競技場
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