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平成28年度北九州西地区年次総会開催
地区目標「スカウトを増員し、一人でも多くの青少年にスカウト運動を提供する」

６月５日、八幡東生涯学習センターに於いて、平成28年度年次総会が開催されました。福岡県連盟からは、当地区所属の塩川県コミッ
ショナーがご出席下さいました。髙宮地区協議会長よりご挨拶があり、昨年度の第23回世界スカウトジャンボリーとホームステイ受入な
ど計画通り実施出来、会員皆さんの尽力・協力に感謝のお言葉を頂きました。また、スカウト活動は、子ども達をとりまく様々な危険に
対して、子ども自身が「自分で自分の身を守る」自主・自立の教育の場として、誇りと責任をもってしっかりと指導・支援に対応しても
らいたいとのお言葉がありました。表彰では、かっこう章に、長尾時男氏（O3）、木村孝博氏（K46）、県連特別有功章に、髙宮俊諦氏（地
区）、奥村弘子氏（O2）、井上一郎氏（O3）が受章されました。

議案審議に入り、平成27年度の活動報告、会計報告、平成28年度事業計画、会計予算など審議され満場一致承認されました。
新役員には、相談役に上野則行氏、安部満氏、国際委員長に小川眞二氏、事務次長に佐野正徳氏が就任されました。
引き続き、北九州西地区育成会総会が行われ、平成28年度もボーイスカウト活動の意義・評価を高めていくよう、協力・支援を行うこ

とで可決承認されました。（事務長　市江昭啓記）

福岡県連盟年次総会開催される
平成28年６月18日㈯  13時から15時

アクシオン福岡　第３・４研修室に於いて
小川連盟長を始めご来賓の方々をお迎えして、福岡県連盟年次総

会が行われました。平成29年度からの福岡県地区３編成にあたり、
始動しました。小川知事の掲げる未来育成人材は「子どもたちを鍛
え、ほめ、励ましてほしい。将来この福岡県を支えていってほし
い。特にボーイスカウト活動において、日々の訓練は災害時対応に
「そなえよつねに」精神は大変役立つので、皆様のご活躍に期待し
ます。」とのご期待も頂いています。（広報・小田）

　かっこう章受章　おめでとうございます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　　　松田　麻左武

遠賀第３団団委員・北九州西地区委員長の長尾時男氏と北九州第3団団委員・北
九州西地区指導者養成委員長木村孝博氏の日本連盟功労章「かっこう章」受章祝賀
会を9月24日大谷会館にて開催しました。開催をご案内したところ、当地区から日
向副協議会長、各団育成会長・指導者のほか福岡県連盟役員、北九州東地区など県
内各地区から計62人の方の出席を賜り、また27人の方から記念品代を頂戴し、盛大に
行われました。これもお二人の県連や地区でのご活躍と人柄によるものと思います。
また、皆様に感謝申し上げます。

祝賀会は永井地区コミッショナーの司会で受章者の紹介、
高宮地区協議会長の発起人挨拶（代読）、乾杯と進み、多数の
方からエピソードを入れたお祝いのスピーチをいただきまし
た。その後記念品贈呈、受章者の謝辞、弥栄で終了し、最後
は全員で作ったアーチの中をお二人が退場しました。

今後もお二人のご健康と地区での一層のご活躍を祈念しま
すとともに、皆様の祝賀会へのご協力に厚く御礼申し上げ 
ます。
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菊スカウト小川県知事表敬訪問
平成27年、福岡県６地区から、43名の菊スカウトが誕生しています。北九州西地区は８名で出席６名です。
夏休みの終わりを告げる暑い夏の夕刻、県庁ロビーに菊スカウトとその指導者と保護者が集まりました。
小川県知事からお祝いと励ましのお言葉を頂き、ご丁寧に地区別に写真撮影を頂きました。
次年度も益々スカウト活動をがんばって北九州西地区からもこのように並ぶスカウトの増えることを期待しています。
向かって左から渡辺かんなさん、飯田成美さん、坂本留菜さん、小川知事、松永悠世さん、井上敬太さん、宮本義直さん
今後、後輩のご指導をよろしくお願いします。おめでとうございました。

第12回 日本アグーナリー開催される

　　　第12回日本アグーナリーに参加して　　　　　北九州第46団　ボーイ隊　坂本　留菜
８月12日～16日に静岡県で開催された、アグーナリーに参加してきました。
「アグーナリー」と最初聞いた時は、「アグーナリーって何だろう」と思いました。
「昨年開催された23WSJと同じようなことをするのかな」とも思いました。
実際に会場に行ってみると、人の支援が必要な人たちと一緒に生活することでした。あまりそうい

った人たちと関わったことがなかったので、どうやって接していけばいいのかわかりませんでした。
なので、あまり邪魔にならないように気を付けていました。初めの日は、みんな、ちょっと緊張しま

したが、みんなが優しく、だんだん明るくなってきました。大会期間中、ちょっと大変なこともありましたが、場内プログラムや場外プログラ
ムなど、班や隊のみんなと楽しく過ごせたことが良かったです。
白潟隊長、長尾地区委員長より任命式 行ってきます 場内プログラムでみんなで描いた大きな大会マーク

アグーナリーは障がいのあるスカウトだけが参加する大会ではありません。すべてのスカウト一人ひとりがお互いの個性を認め合い、手を取り合っ
て、そして大きな輪になっていく。そこには障がいの有無や性別、年齢、国籍など関係ありません。スカウト運動がすべての青少年に開かれていること
をこのアグーナリーという大会は改めて教えてくれました。We Can!  富士からともにはばたこう（SCOUTING 9月号Ｐ９より）

平成28年６月24日から28日、ライオンズクラブ国際大会が14
年ぶりに、この日本の福岡ヤフオクドームで開催されました。その総会の
国旗式の依頼を福岡県連盟が引き受けました。北九州西地区のスカウト・
指導者も地区が用意していただいたバスで奉仕をしてきました。自国の国
旗が紹介されると立ち上がって歓声を上げておられていました。たくさん
の国旗に囲まれ、ボーイスカウトらしく機敏なご奉仕となりました。次回
はシカゴです。お疲れ様でした。

さらくら森の学校・「楽しい野外活動」
　平成28年７月３日㈰初夏の頃、皿倉山ケーブルカー㈱から依頼
を受けて、北九州西地区は帆柱キャンプ場付近に６か所、ゲーム
コーナーを作り各団が担当しました。参加者はご家族で65名にも
およびました。緑豊かな木陰での取り組みにみなさん、楽しまれ
ました。
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第３回 ボーイスカウト講習会
北九州西地区玄海青年の家

平成28年６月26日　９時15分から16時30分

主任講師　山崎　孝講師
皆様の感想をご紹介します。

　　ボーイスカウト講習会に参加して
　　　　　　北九州第46団　カブ隊デンリーダー　花田　美佐子
　この講習会では、スカウト運動の歴史や教育、活動部門、団の組
織などとても詳しく教えていただきました。初めて知ることや子ど
も達の成長を考えた思いや活動に感心させられることがたくさんあ
りました。
　その中で行われたハイキングはとても楽しく、様々なチェックポ
イントをその時出会った仲間とこなしていく間中、子どもに負けな
いくらいのわくわく、ドキドキ感があったと思います。
　このような計画もすべてに意図と目的があり、いかに楽しみなが
ら達成していけるかなど指導者の方々の創意工夫があることも知り
ました。
　これから様々な経験を重ねる息子をうらやましく思いつつ、私も
楽しんで学びながら自分にできることを探していきたいと思ってい
ます。

　　ボーイスカウト講習会に参加して
　　　　　　北九州第１団　カブ隊デンリーダー　宮里　義昭
　６月26日㈰に玄海青年の家で行われたボーイスカウト講習会に参
加しました。講習会では、スカウト活動についての講義の他、キム
スゲーム等を取り入れたハイキングをしましたが、ハイキングで
は、途中無造作に置いている品物を覚えるのに必死で、あっという
間の２時間でした。また、お昼には、出来合いの弁当だと思ってい
た所、そこはさすがにボーイスカウトで、パンに具材を入れ、それ
をアルミホイルで包んで空の牛乳パックに入れて焼いて食べるとい
う経験をしました。
　今回の講習会で、ボーイスカウトは、子供たちを自然の中で行う
様々な体験活動を通して、自発的に行動できるよりよき社会人に育
成する教育団体であることを身に染みて感じました。

　　第３回ボーイスカウト講習会
　　　　　　　　　　　　　　遠賀第２団　　佐々木　瞳
　６月26日㈰ボーイスカウト講習会に参加しました。
　スカウト運動について学び、実際にハイキングを通して日頃の活
動の流れや大切なことを知り安全に楽しく体験できました。
　スカウト教育は自然の中で行うさまざまな体験を通じて子供たち
が自発的に行動できるというものでした。
　それには指導者や協力者などの団委員さん達の協力が不可欠とい
うことも分かりました。
　日頃の活動にはたくさんの人の協力や準備があって安全に楽しく
活動出来ているんだと今回の講習会に参加してみて分かりました。
　私もスカウト達の活動に少しでも協力できるようにがんばります。

　　ボーイスカウト講習会に参加して
　　　　　　　　北九州第１団ローバー隊
　　　　　　　　　　　カブ隊インストラクター　田中　優哉
　梅雨の中休み、久しぶりの青空と爽やかな風に恵まれた日、私は
ボーイスカウト講習会に参加した。参加する前はあまり気が乗らな
かったが、実際参加してみると思っていた以上に楽しむことができ
た。
　特に、班ごとに力を合わせたハイキングは久しぶりに、カブやボ
ーイ隊の時に学んだことを思い出した。記憶力を試すキムスゲー
ム、コンパスと歩測を利用したゲーム、本結びと引きとけを利用し
てモノを取るゲーム等が盛り込まれた内容で、新しい発見もあり、
とても興味深かった。
　今回の講習会を自分に役立て、今後指導者として何らかの形で団
に関わっていきたいと思う。講習会に携わった指導者の方々に心よ
り感謝申し上げます。

　　ボーイスカウト講習会に参加して
　　　　　北九州第46団　ビーバー隊補助者　金子　真智子
　6月26日㈰に新緑の晴天の下、玄海青年の家でボーイスカウト講
習会に参加しました。スカウト運動、愉快な活動、スカウト教育、
活動部門の特徴、スカウト運動と成人の役割という５つのセッショ
ンの内容でした。
　当日、初めてお会いした方々と班をつくり、愉快な活動（ハイキ
ング）は班対抗ゲーム「カッパの知恵比べ」。班対抗ということも
ありすぐに班で団結、協力し大自然の中でワクワク感があり、とて
も楽しい体験になりました。他にも、昼食のホットドックやキムス
ゲームなど思い出に残ることがたくさんありました。
　セッションの講師、ハイキング、昼食の準備をして下さったスタ
ッフの皆様、貴重な体験させていただきありがとうございました。

　　初めてのボーイスカウト講習会
　　　　　　　　北九州第１団　育成会　塩瀬　朋子
　６月26日㈰、初めてボーイスカウトの講習会に参加させて頂きま
した。活動の内容や目的など、丁寧に詳しくお話しして頂き、この
活動の深さを知りました。仲間同士が互いに助け合うこと、励まし
合うこと、許し合うこと、そして様々なことを自分で経験し自分で
成長していくこと。私は大切なことを忘れていたような気持ちにな
りました。
　また、実際にハイキングに参加し、久しぶりに子供の頃のワクワ
クした気持ちを思い出しました。大人になり母親になれて、これか
らボーイスカウトのいろいろな活動を通じて、息子と一緒に楽しみ
ながら少しずつ成長していきたいと思います。
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　　　　　　　　「たいちょうのぼうわり」　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠賀第３団　ビーバー隊　　須河　内歩

　8月27日から28日で山口けんへキャンプに行きました。わたしは、ずっとまえから楽しみにしていました。一番楽しかったのはスイカわりで
す。わたしはスイカわりがはじめてだったので、自分のばんがきたら、スイカを「パッカーン」とわりたくて、ワクワクしていました。でも、
いざ自分の番になったら目かくしをされて、十回その場でグルグル回され、どっちに行けばいいのかわからなくなってしまいました。「右」
「左」「ななめ」と、みんなの声の通りに進みました。「そこだ！行けー！」と言う声が聞こえたので、「よし！」と思って、ぼうを力いっぱ
いふりおろしました。目かくしをとってみたら、スイカはわれていなくて、とてもざんねんでした。もう1回したかったけれど、つぎはおとな
の番です。わたしのママが、スイカをちょっとわりました。そして、いよいよたい長の出番です。たい長は、みんなより大きな声でエイッ！と
ぼうをふりおろしました。パッキーン。たい長がわったのは、スイカではなくぼうでした。みんな大わらい。来年は、たい長に、ぼうではなく
スイカをわってほしいです。

　　　　　　　　げんかいのいえキャンプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州第14団　ビーバー隊　　いけ田　さえ

　一日目のビンゴゲームでは、海にいこうとしましたが、森の中にまよってしまってたくさんあるいたのでとてもつかれました。その日のよる
キャンプファイヤーをしました。そのとき、じぶんたちがおどったらみんなもまねておどってくれたのでうれしかったです。
　しょくどうのごはんが、とてもおいしかったです。一ばんおいしかったのはかきたまじるです。
　二日目のかい水よくでは、クラゲがたくさんいて、青くひかってとてもきれいでした。海に貝があまりなかったのでふしぎに思いました。ス
イカわりでは、一ばんにわることができたのでとてもうれしかったです。
　かつどうの中で、一ばんむずかしかったのは、ふとんのたたみ方です。でも、わたしは、ママとねたのでおしえてもらいながらたたみまし
た。おともだちは、わたしより一つ年下なのでふとんをたたむのをてつだいました。でも一つだけふとんのおき方をまちがえてしまいました。
　おともだちといっしょにすごしたキャンプは、たのしくてうれしくておもしろいことばかりでした。

　　　　　　　　　『 技能競技大会に向けて 』　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州第３団　ボーイ隊　　石井　春香

　10月30日に行われる技能競技大会の練習をしています。私は、ボーイ隊に入って初めて練習します。最初の練習では、手旗信号を読むのにと
ても苦労しました。最後まで読めなかったときは、とてもくやしいです。次の練習のときまでに少し復習すると、この前より少し読めるように
なりました。練習をしているうちに、予習・復習は大切だと思いました。

　　　　楽しかった夏のキャンプ
　　　　　　　　　　　　　　　　北九州第４団　カブ隊　　大津　拓海

  ２泊３日で豊前キャンプ場に行った。昆虫新聞作り、沢登り、キャンプファイヤーな
どいろいろな事をした。その中でも沢登りが一番楽しかったです。最初はくるぶしぐら
いだったけど登っていくにつれ、水かさがふえ流れも急になっていった。20分ほどかけ
て登りきたところに深い場所があって、みんなで浮かんで楽しかった。その後、川を下
って深い所に飛び込んだりして遊びました。
　次は、外でテントでキャンプをしたいです。

ボーイスカウトのキャンプ　　　　　　北九州第14団　カブ隊　鍵山　由衣

　８月６日から７日まで、げんかいせい年の家に行きました。
　げんかいせい年の家では、まず１日目で一番楽しかったのは、キャンプファイヤーです。わけ
は、めがみ様になったからです。めがみ様では、さいしょに木のぼうに火をつけて木のわくに火
を入れました。火を入れたらパチパチなっていました。
火がパチパチなっている間に、かく隊の出し物がありま
した。わたしたちは、キッツダンスをしました。ほかの
隊の出し物を見て自分の出し物もがんばりました。
　２日目は、海に行きました。くらげがいっぱいいまし

た。海から上がってすいかわりをしました。わたしは、すいかをわれませんでした。とてもくやしかっ
たです。すいかをみんなで１人づつわってすいかを食べました。とてもおいしかったです。
　げんかいせい年の家はとても楽しかったのでまた行きたいな、と思いました。

　　　　　　　　　夏季キャンプで魚釣り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠賀第２団　カブ隊　　藤本　大輝

　ぼくは魚つりで「あじ」をいっぱいつりました。えさがなくてもすぐにかかりました。はるくんが「ハタ」という魚をつったのでびっくりし
ました。ぼくはさおのなげかたができました。よくとおくまでとんでいって、なげてすぐにつれました。ぜんぶのはりにかからなかったことは
２回しかありませんでした。また　魚釣りをしたいです。

スカウト感想文
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　　　　　　　　　楽しかった夏キャンプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠賀第3団　カブ隊　　西崎　里桜

　８月27日から29日の夏キャンプで油谷青少年自然の家に行きました。
　１日目で楽しかったことは、体育館でみんなとドッジボールやバトミントンをしたことです。でもその日、強風でカッター訓練が中止になっ
てしまい残念でした。
　２日目で楽しかったことは、いかだ作りです。ロープでしっかりと固定するのが難しかったけど出来上がったあといかだに乗って島まで行こ
うとしたけど雨が強くなり行けませんでしたがちょっとは行けたのでよかったです。あと二つ楽しかったことがあります。それはそうめん流し
と魚釣りです。魚釣りでは鯛を2匹釣りうれしかったです。そうめん流しでは、果物などが流れてきました。とてもおいしかったです。
　３日目もシーカヤックが中止になりましたが体育館でドミノ対決をしました。そして帰る時間になってしまいましたけど、もう少しもう少し
いたかったです。短い３日間だったけどとてもいい思い出になりました。

　　　　　　　伊勢神宮大会　　　　　北九州第4団　カブ隊　　小林　裕明

　僕達は、神社スカウトなのでカブ隊のみんなで伊勢神宮周辺で行われた、第12回目の
伊勢大会に参加しました。夕方、車ごとフェリーに乗って１日かけて行きました。開会
式で、たくさんの人の前をプラカードを持って歩きました。少し緊張しました。
　２日目に、参拝行進があり隊ごとにプラカードを持って伊勢神宮を目指して、おはら
い町を歩いてお参りして来ました。
　４日目の帰り道フェリー乗り場に近い大阪の海遊館に行きました。とっても楽しかっ
たです。
　次の大会も行きたいと思いました。

　　　　　　　しょうぼうしょの見学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州第14団　カブ隊　室園　咲希

　私は、６月12日に春の町しょうぼうしょに行きました。しょうぼうしょは、新しくできたばかりだったので中はまっ白できれいでした。
　さいしょに、しょうぼうしさんが、時間があいている時に使っているというトレーニングをする場所を見ました。そのへやにはたくさんのど
うぐがありました。次に行ったへやは、しょうぼうしさんがねたりするへやです。でも、ねていて火じがあったらたいへんだから電話がおいて
あって、もしねていて火じがあったらその電話がなるということを教えてもらいま
した。
　次にしょうぼう車をおいてある所に行くとちゅうにロッカーがありました。ふつ
うのロッカーとはちがい、回るロッカーでした。
　それからポンプ車を見せてもらいました。ポンプ車は、車の中に水がたくさん入
っています。そして、ボンプ車には小さい車がのっています。その車は、火じがあ
る場所にもっていって火をけします。
　さいごに、はしご車を見ました。はしご車は、一番高くてマンションの10かいく
らいまではしごがのびると言っていました。
　私もいつかしょうぼうしさんになってみたいです。

　　　　　　　　　　　サイクリング　　　　　　　　　北九州第37団　ボーイ隊　　高橋　明良

　ある日曜日に朝から北九州第51団と合同でサイクリングをしました。
　天気は晴れでしたがサイクリングの前日は大雨になっていました。なので水溜りの中を走ったりして楽しかった
です。
　途中目的地に誰が一番遅くゴールするかのゲームをしました。自転車の講義を受けました。　　
　帰りは水溜りがなくなっていました。肌がとても焼けていました。
　今度はもう少し長く走って、北九州第51団とまたしたいです。

　　　　　　「カブ夏季舎営」　　　　　　　　　　北九州第46団　カブ隊　　荒井　遥香

　今日は、しゃえいの２日目。立花山という山に登りました。最初はきつかったけど、山のてっぺんまで着く
と、景色もよく、登りがいがあったなぁと思いました。次に、川遊びへ行きました。
 川がどんどん流れていくので、ズボンをめくっていたのにぬれてしまいましたが、とても楽しかったです。
　今日もまた、みんなで宿はくするのが楽しみです。明日帰るのがさびしいです。

　　　　　  ビーバーたいのしゅうかい　　　　　　　北九州第１団　ビーバー隊　　石塚　稜大

　９月11日にさらくら山に行きました。先に、ケーブルカーにのって山のはんぶんまできました。そのつぎにスロープカー
でちょうじょうまできました。草スキーを20回ぐらいしました。そのつぎにカードでさがすのをしました。そのあと、はこ
にはいったポテトチップスをたべました。しおあじで、すこしすっぱかったです。さいごに、はくぶつかんみたいなところ
にいきました。山のどうぶつのはくせいがあってすごかったです。
　さらくらやまにマムシがいるなんてビックリしました。
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　　　「そうめん流し」楽しかったよ　　　　　　　　　北九州第14団　カブ隊　　池田　琥太郎

　夏休みの最後に、ぼく達は、そうめん流しをしました。最初に器を作るために竹を切りました。その後、や
すりで器をみがき、なめらかにしました。そして、次に細い竹をもっと細くなるようにけずりながらはしの形
にしていきました。そして、そうめん流しの器が完成しました。ここまで作るのは、とても大変でした。
　そして、待ちに待ったそうめん流しが始まりました。雨だったのでずぶぬれになりましたが、夢中でそうめ
んをいっぱい食べました。
　そうめん流しは、楽しかったです。次は、うどんや野さいやくだものを流したいです。

　　　　　「魚つりへＧＯ！」　　　　　北九州第46団　ボーイ隊　　井上　明香　

　自転車で日明へ行き、魚つりをしました。はじめは、魚がぬるぬるして気持ち悪かった
けど、だんだん、さわれるようになりました。そして、魚の口にささった針も、自分で取
れるようになりました。あじがたくさん釣れて楽しかったです。
　夜宮センターに帰って、魚を調理して食べました。塩・こしょう味とカレー味があっ
て、カレー味は、少し苦かったですが、塩・こしょう味はとてもおいしかったです。

　　　　夏季キャンプ報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州第45団　松田　麻左武
　８月５日～７日もじ少年自然の家で団キャンプを実施した
　残念ながらボーイ隊は参加できず、スカウト・指導者９人であったが、夕食のカレー
作りではビーバーもお米洗いや配膳など全員で役割を分担し、美味しくできあがった。
　プログラムは計画通り実施できたが、風師山登山は猛暑によるスカウトの健康を考
え、コースの一部区間を車利用に変更し歩行距離を短縮した。
　これは十分な下見をしていたため、臨機応変に対応できたと考える。

　　　　　キャンプの思い出
　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州第45団　ビーバー隊　　村山　昊
　ぼくは、８月５日から７日門司少年の家にキャンプに行きました。
　一日目の夜はナイトハイクでした。ぼくは、こわかったので行きたくありませんでした。
「ガサガサ」と音がして、隊長が「イノシシかもしれないからライトを消して」と言いまし
た。ぼくは急いでライトを消しました。でも、何も来なかったので安心しました。
　二日目は風師山登山でした。天気が良くて、いっぱい汗をかきました。キャンプファイヤー
やレザークラフトもしました。
　ぼくは、今、一人なので、友達が入ってくれると良いなと思います。

　　　　　　　　　　　　　　ボーイ隊二度目のキャンプ　　　　　　　　　　　　　北九州第14団　ボーイ隊　　末吉　凌大

　ボーイ隊に入隊して、二度目のキャンプを皿倉山のキャンプ場でしました。　皿倉山でキャンプをするのは初めて
で、どういう所かよくわからなかったので少し不安でした。キャンプ場は、木がとても多く、夜になると明かりがない
のでとても暗くなりました。一回目のキャンプは、夕方から始めたけど今回のキャンプは、朝から始めたので前回より
活動が多かったので良かったです。また、いつもは、ごはんを作らないのでいい経験になりました。
　一日目の夜は、カレーとスープ、二日目の朝は、スクランブルエッグ、ハム、ご飯で、二日目の昼は、おにぎりでし
た。今回のキャンプで、一番おいしかったのはカレーでした。ご飯がとてもおいしくてカレーは、うすくもないし、こ
いすぎなかったので良かったです。しかも肉まで入っていました。
　ウッドクラフトは、あまりうまくできませんでした。でも、いろいろなむすびを教えてもらいました。それは、いろ
いろと使えそうなので覚えておきたいです。
　今回のキャンプでとてもきつかったのは、山下りです。キャンプの荷を背負ってケーブル駅まで降りました。これを

きっかけに荷物を持っていき過ぎたとわかりました。今後一番直した方が良いことは、荷物を減らした方が、良いということです。必要ないも
のが、少し入っていたかもしれないです。次のキャンプでは、荷物を減らしていきたいと思います。
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　　　キャンプの思い出　　　　　　　　北九州第14団　原田　利恵　（ビーバー隊　原田晄太朗くんのお母さん）

　今回、初めてのキャンプに家族で参加させて頂きました。兄は、一年生ですが、妹は、三才になったばかりで初めは少し不安でしたが、とて
も楽しく、けがも事故もなく過ごせ、参加して本当に良かったと思っています。
　キャンプファイヤーやすいか割りなど楽しい行事もありましたが、就寝時のベットメーキングなど自分のことを自分でできたこともとても良
い経験になったと感謝しています。
　今後もスカウトの色々な活動を通して仲間と協力することやルールの大切さなど学んでいってほしいと思います。

　　　　　　遠賀第２・３団合同夏期キャンプ　　　　　　　　　　　　　　　遠賀第３団　団委員長　坂本　國實

　今年は、遠賀第３団の発足30周年に当たり、その記念事業として参加スカウトの記憶に残る夏期キャンプを行なおうと、世界に誇る大自然の
真っただ中の阿蘇国立青少年交流の家を選び、登山プログラムを中心に準備をしていましたが、熊本地震の関係で、急遽場所を山口県の日本海
に面した油谷青少年自然の家に変更し、海プログラム中心で行うこととなりました。申し込みが遅くなったことから施設の空いた日は夏休み最
後の週末８月27日－29日となりました。さて、いよいよ夏期キャンプとなったものの、台風の影響で期間中すべて風雨が強く、外海に漕ぎ出す
メーンイベントのカッター訓練やカヤック漕ぎが全くできず、「残念!」となりました。しかし内海での筏つくりや堤防での海釣り、また体育
館でのダイナミックなドミノ遊び等が出来、スカウトはこれらのプログラムに真剣に挑戦し、また大いに楽しんでいました。全体の会食やソー
メン流しなどの食事作りは、遠賀第２団・３団の団委員長をはじめ指導者や育成会員が一緒になって野外炊事場で雨風と戦いながら頑張りまし
た。「晴れた日にもう一度油谷を訪れます」と、親切な「油谷青少年自然の家」の館長様と約束して無事団夏期キャンプを終えることが出来ま
した。

　　　　　　初団キャンプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠賀第２団　カブ隊　デンリーダー　藤本　由紀

　山口県油谷は台風の影響で海は風も強く波も強くプログラムがほぼできませんでしたが楽しい思い出となりました。出来たのはイカダ作りで
イカダの材料を子供達がロープで縛り工具を使い組み立てました。海へイカダを出しますが向かい風で沖には出ませんでしたが、皆雨の中楽し
そうでした。夕食も外で作り楽しい思い出の後の食事は最高に美味しかったです。今回私が参加して感
じたことは指導者やその周りのサポートされる保護者には雨の中材料を運んだり下見をしたりと、大変
な思いをされたと思います。プログラムを成功させ楽しい思い出とするには影での支えのおかげだと自
分がやって見て感じました。本当に感謝です。私も子どもも楽しめ、本当に感謝です。
　また、次回のキャンプが楽しみです。

　　　　　『団夏季訓練キャンプ   in　 若松菖蒲谷キャンプ場』　　　　北九州第３団　ボーイ隊　隊長　吉岡　秀挙

　８月19～21日、菖蒲谷キャンプ場にて夏季キャンプを実施しました。今回、カブ隊に１人入団し、カブ隊を常にリードしながら活動を行な
い、見本・手本となる様に心掛け、実施出来たのではないかと感じています。設営・ナイトプログラム・海水浴・キャンプファイヤー・白島備
蓄基地見学・撤営と各プログラムを淡々と熟すスカウト達の笑顔は輝いていました。
　保護者の協力もあって今回のキャンプも無事に終え、感謝致します。　　弥栄

　　　　　『いざ示せ、班の力！！』　　　　北九州第１団　ボーイ隊副長　中村　佳寿美

　平成28年８月12～14日築上町龍城院キャンプ場にて２泊３日のボーイ隊夏季キャンプを行いました。どの活動も集大成に相応しく班で協力し
合う快活な姿を見ることが出来ました。営火は遠路山道にも関わらず
沢山の保護者の参加で一段と盛り上がる素晴らしい夜となり、いつも
皆さまに支えられていることだと改めて感謝に尽きません。天候に恵
まれ大きな怪我や病人も無く、解散時のスカウト達の元気な笑顔は何
より嬉しいものとなりました。今年もまた全員の心に残る思い出深い
夏季キャンプになりました。

　　　夏に燃えたキャンプサムライ
　　　　　　北九州第37団　カブ隊デンリーダー　　平岡　久美子
　７/29から３日間、夏季キャンプを行った。
　小倉の町へタイムスリップ。小倉城へいざ出陣。サムライとなった
スカウトたちは、倒れそうな日差しの夏の中、ひたすら歩き、汗を流
しながら戦いに。戦いに勝ったサムライ達は無事に現地に到着。
　そこで修行し、カレー作り、冒険し大人になる術を学んだ。
　スカウトたちの間で友情、支えあいも学び、現代離れのスカウト
術、生きる術を学んだ。
　たくましくなったスカウトたちは、何があろうとも生き延びるであ
ろう。これぞスカウトの教え。
　これからの成長を祈る。

団　便　り
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地区のうごき

☆ 新入団スカウトの紹介 ☆

【ビーバー隊】
 江口　響流・長松　京侍郎・松田　紬
  （北九州第14団）
 山田　涼介（北九州第46団）
 岩佐　麻央・ピゴット　蓮・川村　凛
  （遠賀第３団）
【カブ隊】
 平松　暖真（北九州第３団）
【ボーイ隊】　　なし

【銅賞】 立野　幸太郎（北九州第３団）
 鍵山　由衣・松田　更紗（北九州第14団）
 内山　愛唯（北九州第46団）
【銀賞】 なし
【金賞】 なし

☆ 友情バッジ取得者 ☆

☆ 進級おめでとう☆

【ボーイ隊】
  初級‥ なし
　 ₂級‥ なし
　 ₁級‥ 山中　海地（北九州第１団）
　 菊章‥ なし
【ベンチャー隊】
　ベンチャー章
     なし
　隼　章  なし
　富士章  なし

【ビーバー隊】小枝章
 宮里　まりえ・池平　惠翔（北九州第１団）
 村山　昊（北九州第45団）
 金子　明平・黒坂　康輝・山田　涼介
    （北九州第46団）
 前川　いよ・須河内　あゆみ （遠賀第３団）
【カブ隊】クリア章後のチャレンジ数
 　 5 個 宮里　啓太・佐竹　瑞季・高見　茜香
　　　 　　　 （北九州第１団）
  佐藤　穂果・大西　陽臣・成清　巧真
  花田　敬士・宮崎　太河 （北九州第46団）
  本川　凛果（遠賀第３団）
　10 個 黒板　奈美（北九州第46団）
　20 個 南　羽倖・吉田　瑠馬（北九州第１団）

☆ 進歩おめでとう ☆

かっこう章受章　おめでとうございます。
　木村様のお父様は90才を越されていますが、このように
シャキッとされて、ご子息のお祝いに見えられました。和
やかで明るいご家族のお姿を拝見させていただきました。
心に残る一枚です。（小田）

6/5 北九州西地区年次総会 八幡東生涯学習センター
6/18 福岡県連総会 アクシオン福岡
6/26 ボーイスカウト講習会西地区 玄海青年の家
6/26 ライオンズクラブ国際大会 ヤフオフドーム
7/3 皿倉山　森の学校 帆柱キャンプ場

7/10 西地区運営委員会会議 八幡西生涯学習センター
8/12~16 第12回日本アグーナリー大会 静岡県富士山麓山の家

8/22 菊スカウト県知事表敬訪問 県庁
9/11 第35回技能競技大会説明会 八幡西生涯学習センター

9/17~19 WB研修所・BVS課程 熊本県菊池
9/17~19 全国RS会議 茨城県高萩

9/19 スカウトの日 各団
9/24 かっこう章授章祝賀会 大谷会館
9/25 ボーイスカウト講習会東地区 足立青少年の家
9/25 団委員長研究集会 八幡西生涯学習センター

10/7~10 WB研修所スカウトコース 脇山野営場

10/8 市民体育祭
わいわい広場

北九州市総合体育館
金比羅池周辺

10/15 ファミリー釣り大会 ひびき灘埋立地
10/16 アウトドア大好き 帆柱キャンプ場
10/21 世界記録挑戦ギネス 西日本総合展示場
10/30 第35回技能競技大会 北九州市立青葉小学校

11/5 まつり起業祭
クリーンアップ作戦 中央町周辺

11/18 育成会長懇談会 大谷会館

11/19 タカミヤマリンバー
環境保全シンポジュウム 商工貿易会館

11/19 県連年間計画会議 シーオーレ新宮
11/20 スキルトレーニング研修会 玄海青年の家
11/23 全国防災キャラバン 福津イオンモール

12/17~18 救急法講習会
H29/1/8 地区初集会

1/14 県初会議
2/11 地区改編成説明会
2/26 地区年間計画会議

3/18~20 第60回班長訓練会

【活動報告】

【活動予定】


