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夏キャンプを終えて、
ボーイスカウトの活動・行事の中
でスカウトが著しく成長する姿が見
えるのが夏のキャンプです。
今年は御殿場にある国立中央青
少年交流の家で、全国のカトリックス
カウトが指導者・スカウト合わせて約
１２００人が一堂に会し第１１回
カトリックキャンポリーが８月１２日
〜１６日に行われ、
日野２団のカブ
隊・ボーイ隊・ベンチャー隊が参加し
ました。
ただ残念なことですがキャン
プの期間がお盆期間と重なり日野２
団所属のスカウトのご家庭の予定が
既にあったことにより参加できない
スカウトがいたことです。

４年毎に行われるこのキャンポ
リーで富士の麓の広大な会場で全国
のスカウトと交流し、絆を深め、楽し
い期間を過ごせたと思います。時間
と規律を重視しつつ楽しい快適な
キャンプを行う普段の夏キャンプと
は違い少し緩いところはあったもの
の「やくそくとさだめ」
「ちかいとおき
て」の実 践 が 出 来たのではないで
しょうか。
大 会 期 間で 得 た 経 験 が 今 後 の
個々の生活・活動に生かされること
を期待しています。
平成28年9月
ボーイスカウト日野2団
団委員長 榎本哲朗
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全国カトリックスカウト ・ キャンポリー 感想文
夏キャンプ
カブ隊
一日目

ＪＣＣＳキャンポリーの思い出

中村東馬

出発

カブ隊

千葉修士

夏キャン in ごてん場のおもいで
カブ隊

田中えい心

夏キャンプキャンポリーの初日はい

夏キャンの一番の思い出は、ハイキ

一日目のバスからのけしきがきれい

ろいろじゅんびなどでいろいろたいへ

ング、ふじフェスティバルです。ハイ

だった。ついたら、交かん用リボンを

んでした。交かんようリボンを作りま

キングはふじ山にのぼり火山ばいや

作って交かんした。二十こくらい交か

した。初日でリボンの数が１７コい上

ぜっけい、きりにつつまれたり、高山

んした。

集めることができました。その日の夜

しょく物を見たりきちょうな、たいけ

広場で開会式がありました。

んをたくさんしてさいこうのハイキン

二日目

交流会

二日目は交流会とふじフェスをやっ

２日目は、交流会の運動会がありウ

た。交流会では、つなひき、玉入れ、

ルトラクイズや大玉送りなどのきょう

ふじフェスティバルの楽しかったこ

ウルトラクイズ、大玉転がしをやった。

ぎがあり合計ひょうかが一位でした。

とは、しゃてきで 5 はつ中 4 はつうち

４チームに分かれ、競ぎをおこなった。

次に富士フェスティバルがありしゃ的

おとしたこととりか工作、スーパー

ぼくのチームは勝って、賞をもらった。

などスーパーボールすくいやスーパー

ボールすくい、スタンプラリーをやっ

ふじフェスはすこし苦い記おくがある

ボール入れなどがありました。その中

て全ぶあつめてしょうひんのアイスを

のでふういん。

しゃ的では４発あたりました。3 日目

もらいとても楽しかった。

三日目

グになりました。

どうくつたんけんとハイキ

はようがん体けんでようがんどうくつ

ング、ふじのふもとでハイキングとど

に入りました。4 日目は富士山に登り

うくつに入った。いろいろな穴やよう

ました。その後下山するときにニホン

岩どうくつを見た。どうくつの中では、

ジカ 2 ひきとあいました。その次弁当

まずリボン作りをしました。カイカ

いろいろな体の部分が書かれていた。

を食べてるときには大雨がふって本当

イしきがはじまったらげきみたいのが

にうざかったです。

なりました。そしていろんな人とこう

四日目

ハイキング

ふじ山に登った。すごく地面がかた

夏キャンプの思いで

むいていた。黒石や岩がたくさんあり、

カブ隊

気候が変わりやすく、草が上に行くに
つれ、はえていなかった。
一番楽しかったのは、ハイキング（三
日目）のどうくつたんけんです。

古澤航

夏キャンプの１日目の思いでは、リ
ボンこうかんです。でも、ほんとうは、

夏キャンプ
カブ隊

さいとうかいと

りゅう会がはじまりました。こうりゅ
う会とかいろいろつなひきは青がかち
ました。○× クイズはぼくはまちがえ
た。大玉ころがしをあわして青がかち
ました。

リボンをこうかんして、交流するはず

3 日になったらどうくつたんけんと

が、ぼくたちは、ただリボンを交かん

かどうくつを見たりしました。つぎに

していただけだった。

キャンプファイヤーをやってじゃんけ

２日目、交流会をしました。交流会
は、運動会、みたいなものです。それ

んとか見たりおどったりしました。
4 日かたづけとかそうじとかやった。

で、たまいれや、○× ゲームをしまし

そしてさくぶんのところをやっていま

た。

すで、とちゅうでまたしゃしんをとり

３日目は、どうくつにはいりました。

ました。そしてさくぶんにはいって○

ようがんでろっこつのような形があり

× クイズのところとかかいてそして青

ました。そのあと、ついせきさいんを

がかったということもかきました。

やり、いろいろなついせきさいんがあ
りました。そのあとキャンプファイ
ヤーをやりました。たのしかったです。
４日目は、ふじ山にのぼりました。
と中大雨がふってきて、くつやふくが
びしょびしょになりました。
きょねんより、たのしかったです。
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ＪＣＣＳキャンポリー
カブ隊

片山優

キャンポリーでは、色々な活動、イ

バッジ作り、ワッペン交換、アーチェ

夏キャンプのおもいで

リー、スーパーボール入れ、韓国のコー

カブ隊

ナーの六つをやりアイスをもらいまし
た。中に約三十個のコーナーがあった

ベントがありました。交流会では、青

のでいくことができれば全ていきた

が最初負けていましたが、最後逆転し

かったです。

たきせしょうた

ぼくが、キャンポリーで楽しかった
ことは二つありました。
一つ目は交流会です。さいしょの玉

て、1 位になりました。富士フェスティ

閉会式で、津守会長が、「次は大阪

いれでまけてしまったけどほかのきょ

バルでは、しゃてきや、アーチェリー、

でやろうと思っています」といってい

うぎでかててぎゃくてんできてよか

チーフリング作りや、MY バッチ作り

て今回楽しかったので又いきたいで

たです。

がありました。楽しかったです。

す。

二つ目はふじフェスティバルで八個店

次の日は、溶岩を見に行きました。

にいきました一個目しゃてきに行きま

入れる大きいどうくつもありました。

した。スーパーボール入れがありまし

所々せまい所がありました。追せきハ

た。ほかの店も楽しかったです。

イクもしました。

ロザリオをもらったのがうれしかっ

3 日目はハイキングで富士山を登り

たです。

ました。山のふもとより涼しくて、気

夏キャンの思い出

候変わりやすかったです。

カブ隊

野生の鹿もみました。親子でした。
カメラで写真をとりたかったです。帰

楽しかった夏キャンプ

りは大雨がふりました。ぬれるととっ

カブ隊

ても寒かったです。頂上では雲より上
にいる絶景でした。これもカメラでと
りたかったです。

竹平和玄

ぼくが夏キャンプで楽しかった事は
二つあります。

今回のキャンポリーでは、楽しいイ
ベントがいっぱいありました。
次回のキャンプも行きたいです。

一つ目は富士山にハイキングン行っ
たことです。地面がさばくのようで、

いってもらいました。うれしかったで

ザーふって来て、リュックも雨具もび

す。

聞こえなかったので、がっかりしまし
た。そこから少し歩いたら、どうくつ
がたくさんありました。ぼくはどうく

企画してくれた四つの競技は優勝でき

つやしょうにゅうどうがすきなのでそ
のさきのしょうにゅうどうに二回入り
ました。入れてとてもうれしかったで
す。

たので嬉しかったです。玉入れでは負

ぼくは夏キャンプがはじめてで、さ

けていたけど、綱引きとウルトラクイ

いしょはとてもドキドキしていたけれ

ズ、大玉転がしで逆転できてよかった

ど、だんだんと楽しくなってきて今で

です。

は夏キャンプが大すきになりました。

二つ目は富士フェスティバルです。
富士フェスティバルでは、射的、マイ

いました。

いました。昼ごはんの時は雨がザー

していたけれど、あまり鳥の鳴き声が

一つ目は、交流会です。ユース隊が、

とロザリアをもらえるのを教えてもら
ロザリアをもらおうと思ったら早す

きました。さいしょはとてもワクワク

た事は二つあります。

を作って、リボン交かんをしました。

ぎてまだもらえなかったので次の日に

す。じゅくうの森では、野鳥の森に行

僕が、このキャンポリーで楽しかっ

その後にカブべんを食べて、リボン

した。まく岩に行く時にシカのメスが

二つ目はじゅくうの森に行った事で

石田大智

しず岡県のキャンプ場につきました。

ようがんがゴロゴロところがっていま

その時はとてもつらかったです。

カブ隊

高幡不動駅に着いてからバスに乗り

三十本以上集めました。二十本集める

しょびしょになってしまいました。

４泊５日のキャンポリー

近藤淳成

これからもキャンプの時はたくさん楽
しみたいです。
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キャンポリーで得た技術
ホワイトベア班

金子裕亮

僕がこのキャンポリーを通じて分
かったことは、時間の大切さです。
これまでは、何気なく時間を使い、

らです。

楽しかったことは、ミサで賢者みた

初日にあった開会式の時に全国、６

いな人がいたことと、閉会式でトラン

カ国のスカウトが１０００人も来てい

スフォーマー音が流れたことだった。

たので、まさかこんなにいるとは、思っ
ていたことより違ったと思いました。
僕は JCCS で、たくさんのスカウトと

ゆっくりご飯を食べたり、のろのろと

交流を深めるために交かんしたリボン

階段を上がったりしていました。しか

をたくさんの人とできたことがとても

し、貴重な時間をのんびり食事をした

よかったです。

りして消費していては、次のプログラ

その前に僕たちは、富士山を五合目

ムまでの時間が少なくなり、食器や荷

から登り、七合目のあたりで泊まり、

物などの整理が間に合わなくなってし

頂上まで登りきりました。遠くから見

まいます。なので、のろのろと行動し

るときれいだったけど間近で見ると岩

ないで、てきぱき行動していきたいで

だらけのはげ山だったので少しがっか

す。

りしました。

また、角しばりなどのロープ結びを

夏キャン
ホワイトベア班

森山裕貴

８月１１日から、第１１回キャンポ

でも、僕は、「誰一人けがなく安全

リーがあった。今回のキャンプは、水

より強固なものにする方法も身に着け

で帰れたのでよかった」という事が一

場が近くにあったのでまぁまぁ楽だっ

ました。強くしばらなければいけない

番の思い出になりました。

た。しかし、一日と二日目の富士登山

ときに、しばりがゆるいと、困ってし

が、かなりきつかった。その後のキャ

まいます。強くしばれるよう、練習し

ンプは、時間以外は楽だった。

ていきたいです。

一日目、僕は初めて富士山に登った。

今回のキャンポリーで得た技術を、

その日の前に、夜ふかしをしたのと、

今後の活動にも生かしていきたいで

その日に朝ごはんを食べていないこと

す。

がかさなって、かなりきつい登山に
なったが、なんとか山小屋まではいけ

２０１６年

夏キャンプ

ホワイトベア班

熊田啓允

８月１１日、朝早くに起こされて集
合場所に向かった。とてもねむかった。
初日と二日目は富士登山。初日は元
七合目まで登った。寝てから頭痛がひ

JCCS の思い出
ホワイトベア班

中島雪人

どくなった。二日目で頭痛がひどく
なっていて、途中で下山することに
なった。登ったのは元七合目まで。

僕は、平成２８年、８月１１日から

三日目は交流会をした。運動会みた

８月１６日という、ちょうどリオオリ

いな感じがした。夜はミサだった。と

ンピックの開さい時期に、JCCS があ

てもねむくなった。

りました。
僕の班のサイトの仕事は、食当と薪

四日目は巡礼をした。ハンセン病の
人の話を聞いたり、関連するたてもの

拾いをしました。僕たちのサイトが

をまわったりした。夜はキャンプファ

あった場所は静岡県御殿場市にある青

イヤー。怪我人なりにやった。二級に

少年交流の家にテントをたて、活動を

昇格すると聞いてうれしかった。

していました。

五日目はロープワークみたいなこと

僕は、海外からのスカウトが来てい

をやった。手がいたくなった。夜は閉

たことに、ものすごく感激しました。

会式だった。つかれた。夜は雨が降っ

なぜなら、自分が小さい時に住んでい

て大変だった。

たドイツのスカウトたちが来ていたか

最終日、撤営をした。
ー4ー

以上。

た。その後は回復してよくのぼれた。
三日目から、楽とはいったがキャン
プがあって、めんどかった。今年はと
くに人数が少なくて、いろいろ大変
だった。やっぱりキャンプは人が多い
方がいいね！
まぁいろいろとあったが、大変
だった分まなべたと思う。
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夏キャンプ
ホワイトベア班

富士のふもとにて

久野和哉

私は８月１２日から８月１３日、
ボーイスカウト夏キャンプの行事の一

イーグル班

伊藤正太郎

僕は富士山の木が生い茂る御殿場で
六日ほどキャンプをしました。

「班長」を終えて
イーグル班

池田侑登

今回の夏キャンプは、班長として参
加させて頂きました。

つとして富士山に登りました。足の裏

僕はこのキャンプは初めてではあり

隊キャンプの活動にあまり参加でき

が痛くなりながらも泊まる場所をめざ

ませんでしたが、初めてにも等しい経

ていなかったこともあり、班長として

して行きました。泊まった宿はなかな

験をつちかってくれたと感じていま

野営キャンプをまとめた経験が少な

か良く夜の星夜は何とも言いがたいほ

す。

かったので、無事班長としての責務を

どの美しさでした。頭痛もそれを見て

なぜなら、僕は年に一度行われる夏

いたらなぜかなおりました。次の日、

キャンプは昨年に一度参加して、この

班全体を一人で引っ張っていくよう

富士山の頂上にむけて出発しました。

キャンプもそれであり、けれども、キャ

な、所謂「カリスマ的」まとめ方を苦

目まいもしたり、くらくらしましたが

ンポリー（JCCS）でもあり、更には、

手としている（と思っている）ので、

登りきりました。上からの景色は思っ

後輩ができた状態で望むキャンプだか

その能力が要求される野営キャンプは

た通りの白と青しかありませんでし

らです。

大変に不安だったのです。

た。少しがっかりしましたが気を落と

果たせるか、とても不安でした。私は、

ここからは、スカウトとして過ごし

実際、今回のキャンプでは、班員に

た、キャンプの全六日間を記します。

大きく支えてもらいながら班運営が成

最初の一日目は富士登山をしまし

り立っていました。これは、私と同じ

ンプが始まりました。意外に簡単で初

た。この日は五合目から元七合目に行

学年の班員が多くいたことも関係して

級を育てるのがメインであるように思

き、七合目で日をすごしました。登山

いるかもしれませんが、私の班長とし

いました。初級はあまり動けず、言わ

はこの日はハードではなかったです。

ての性格の表れともいえるでしょう。

れないとやらないか、言われても別に

次の二日目は前日から続き、登山を

このような班運営は、同学年班員が

やることがありやらないかの二つでし

して、御来光も見る事ができました。

少ないときには成り立つとは限りませ

た。自分にもこういったことがあった

ルートはまず七合目から山の頂に行

んし、班長として優れているかという

と思いながら、やや怒ったりしていき

き、前日の別ルートで五合目に行きま

面では、「カリスマ班長」には劣るの

ました。最終日はかなり動けるように

した。この日は前日と変わってハード

かもしれません。

なり、次のキャンプなどではかなりで

で、本当に本当に辛かったです。

さずにおりて行きました。
８月１３日から８月１６日の夏キャ

きるようになったと思います。そのせ

しかし、今回のような班運営でも班

又次の三日目から本命のキャンポ

が回りきちんと動いたことは事実であ

いで最終日はさぼりきみでしたが夏

リーに入りました。時々出る弁当は有

りますし（それが単なる班員への「班

キャンプでやらなければならないこと

難いと、思うようになりました。

長責務の押し付け」でなかったことを

はできたと思っています。

その又次の四日目は、多分、キリス

切に願います）、何より、カリスマ的

ト教のものの巡礼プログラムを行い、

ではなかったにせよ班をまとめる長の

ハンセン病の病院へ行きました。人権

立場に立たせて頂いたことは貴重な体

というものを更に知れました。

験となりました。

そして、もう五日目になります。僕

つたない班長の班運営を共に支えて

も本当に早く感じます。この日は雨で、

くれた班員の皆さんや、貴重な体験の

一番辛い日でした。あと、ローピング

場を用意して下さった指導者の方々、

が楽しかったです。

家族と、その他 JCCS 運営に関わった

最終日は、帰る為の撤営をしてこの
文を書きました。帰る事が、嬉しい様
な、悲しい様な、とても不思議な気持
ちでした。
今回のキャンプでは、僕がまだ未熟
なのと、先輩が抜けて僕が先輩になる
という苦境に気づかしてくれましたと
思いました。これからもスカウトを頑
張りたいです。

ー5ー

全ての協力者の方々に感謝致します。
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camporee
イーグル班

宮志竜

第十一回全国カトリックスカウト

夏キャンプの日々の体験

夏キャンプ
イーグル班
COMMUNIO

イーグル班

熊田舜士

COMMUNIOUM（交

須﨑公太郎

今年は、ボーイ隊の中の最上級生と

キャンポリー第四回カトリックスカウ

わりと一致を求めて）をテーマとした、

してのキャンプだった。場所は静岡県

ト国際キャンポリーで全国の人と仲良

第１１回全日本カトリックスカウト

の御殿場市にあるキャンプ場で、四年

くなれた。

キャンポリーに参加した。

に一度のキャンポリーだった。行く前

ぼくは、この夏キャンプ五泊六日で
全国の人と友達になれた気がしまし

その前日に富士山に登ったが、それ
についても書きたいと思う。

は、薪は配給制で、土も掘れないしグ
ランドのような場所だと聞いていたの

た。五泊六日あっというまに終わった

１日目は五合目から７合目まで登

で不安があった。でも、スカウト活動

気がして、もう終わりかまだ泊まりた

り、２日目は７合目から山頂まで登り

の中でキャンプファイヤーや交流会を

いなと思った。でもキャンポリーは、

下山した。感想としては、日焼止めを

通じて色々な体験ができた。

また四年後にあるから、たのしみにし

使うべきだと思った。今まで日焼らし

例えば開会式で各国のあいさつや、

てよう。今回の夏キャンプで全国の

い日焼をしたことがなかったので、日

けいれいを知ることができた。次に合

ボーイスカウトの気もちがわかったよ

焼止めを使わなかったので、全身日焼

同ミサでは各国の神父様の紹介や英語

うな気がしました。外国の人も、来て

して、後のキャンプでいたかった。あ

版の祈りなど初めての経験ができた。

いて、外国の人とこうりゅうをして、

と、酸素がうすくて、ふらふらしたの

五日目のロープ結びでは、忘れてい

楽しかった。外国語をすこしおぼえて、

が大変だった。ただ、山の上から見た

た結びの復習をした。意外と覚えてな

そのあいさつをつかって外国の人に話

風景はすばらしかった。

くてリーダーに教えてもらいながらな

しかけると、あいさつをかえしてくれ

その後のキャンプでは、環境が良

んとかできた。キャンプファイヤーで

ました。外国の人はすごくおもしろ

かったので、去年に比べてかなり楽

もユースの人中心に盛り上がることが

かった。

だった。

できた。

この JCCS 全国カトリックスカウト
キャンポリーをしてすごくたのしかっ
た。また４年後もキャンポリーにいく。

夏キャン
イーグル班

吉田蓮

ただ最終日前夜は雨がひどく、大変
だった。

でも、一番印象に残っているのは、
夏キャンプ初日と二日目の富士登山

しかし、今回のキャンプは他団交流

だ。ハイキングは一年ぶりの僕が日本

などもあり、楽しいものだったと思う。

一高い山に登るのかと思うと大変だっ

今後は後続のスカウトの育成に力を

た。一日目の登山はずっと上り坂でし

入れて活動していきたいと思う。

んどかったけれど、宿まで辿りつけて
良かった。二日目は高山病になりかけ

平成２８年８月１１日木曜日に「交

たし、一歩一歩が辛かったけれど、山

わりと一致」（COMMUNIO

頂まで無事に辿りつくことができたの

COMMUNIOUM）というメインテーマ

で達成感があった。

の第１１回 ALLJAPAN
CATHOLICSCOUTS

このキャンプを振り返って、何事も

COMPOREE が開

諦めずにやることが大事だと実感し

かれました。

た。最後の夏キャンプにとても楽しく

我々としては珍しく平らな場所でか

ボーイ隊として活動できて嬉しかっ

つ、草が生えているというもので、し

た。

かも水がちかくにあってさらには、ほ
ぼほぼご飯を作らなくてもいいとい
う、すばらしいくらいヒマだと思いき
や運営が作ったプログラムや何やらで
かなり忙しく、まったくヒマではあり
ませんでした。
このキャンプで楽しかったことは、
誰のものかわからないパンツを立ちか
まで燃やしたことと、そこらへんのア
リをいじめて遊んだことです。
大変だったけど、楽しかったです。
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夏キャンプ
イーグル班

石塚愉吉

僕はこの夏キャンプで楽しかったこ
とが二つあります。
一つ目は、富士の登山です。正直、
富士山にのぼれるか心配でした。でも
五合目から六合目までのぼったときあ
まり疲れずにのぼれいがいに楽だなと

御殿場キャンポリー
イーグル班

ベンチャー隊

佐々木知紘

中嶋瑛都

今年はぼくにとって初めてのキャン

僕は今回の JCCS キャンポリーで、

ポリーでした。最初は、ちゃんと働け

「ユース隊」というスタッフ側のスカ

るか心配でしたが、自分の仕事をきち
んとできたのでよかったです。
今回は富士山の近くにある御殿場の
「国立中央青少年交流の家」というと

ウトとして初めて参加しました。
正直なところ、僕はキャンポリー前
にはスタッフの活動はそれほど大変で
はないだろうと思っていました。

おもいました。しかし、７合目につい

ころで行いました。ぼくたちのサイト

しかし、ユース隊の活動は思ってい

たときとてもうかれてしまい、頂上ま

は水道やトイレがすごく近かったので

た以上に大変でした。朝は今までのど

でいけるか心配でした。やどでもあま

とてもうれしかったです。

のキャンプよりも早く起きて、仕事は

りねむれず八合目で下山しようかと思

ぼくの仕事は食当でした。今回は辻

ほぼ一日中あります。また、寝る時間

いました。それでも下山せずにのぼっ

リーダーが台車を貸してくれたので楽

も遅くなってしまうことが多かったで

て日がでたくらいから天気になりふじ

に食材などを運ぶことができました。

す。

頂上までいくことができました。

今回の全体プログラムは開会式・富

特に印象的だったのが、合同ミサや

このキャンプで楽しかったことはま

士フェス・キャンプファイヤー・パイ

閉会式の準備です。何回も行ったり来

だまだたくさんありました。このキャ

オニアリングなどがありましたが、一

たりして重い物を運ぶ作業はとても大

ンプ後はん長になるため、えんりょな

番楽しかったのはキャンプファイヤー

変でした。

くものが言えるような関係をこれから

です。キャンプファイヤーでは色々な

しかし、そんなユース隊の活動では

めざしていきたいです。

団の人たちがダンスや歌をひろうして

とても辛いのと同時に、たくさんの仲

くれました。一緒におどることもあっ

間と乗り越える楽しさや達成感を感じ

たのでそこもたのしかったです。

ていました。

今回のキャンポリーの活動の内で一

スタッフの仕事だけでなくハイキン

番勉強になったと思った活動はパイオ

グやキャンプファイヤーも行い、とて

ニアリングです。角しばり・はさみし

も充実した思い出を作ることができま

ばり・すじかいしばりを担当のリー

した。

ダーに教えてもらって、とても勉強に

また、僕はこのキャンポリーが終

なりました。その後は、八種類のロー

わったあとすぐ、韓国スカウトのホー

プの結び方をみんなでつくって紙には

ムステイ受け入れをしました。

る作業をしました。ぼくは縮め結びと

2 人のスカウトを僕のおばあちゃん

テグス結びが分からなかったですが、

の家に受け入れて、一緒に生活をしま

隊長や他のスカウトに教えてもらって

した。

出来るようになりました。

中々言葉が通じずに苦労をしたこと

他にも調理などのたくさんのことも

もあったけれど、韓国でも人気のある

習ったので、この経験を今後の活動や

ポケモンの話題や韓国のゲームを皆で

生活などに役に立てていきたいです。

やったりして盛り上がり、とても仲を
深めることができました。
ホームステイ中には東京スカイツ
リーや浅草を観光したり高尾山に登っ
たり、夕食には回転寿司に行って、2
人ともとても楽しんでくれました。
2 人とは連絡先を交換しているので、
また機会があったらぜひ再会してみた
いと思っています。
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宗教章（キリスト教章）について

宗教章取得
おめでとう !
ベンチャー隊の中嶋瑛都さんと

萩原大地さんが宗教章（キリスト教章）
を取得しました。おめでとうございます。
お二人の感想文と宗教章について
鈴木副団委員長からコメントを
いただきました。

宗教章（キリスト教章）取得
ベンチャー隊

中嶋 瑛都

私は、１１月から神父様にもご協力頂き、
宗教章の勉強を始めました。キリスト教に
ついて勉強を進めていくうちに、キリスト教
について持つようになったイメージが「優し
さ」でした。私の家は無宗教なのですが、以
前ある時母が「キリスト教信者の人は優し
い」と語っていました。それは私自身も感じ
ていたことなのですが、キリスト教の勉強を
進め、キリスト教の内容を理解していくうち
に、その理由が分かったような気がしまし
た。キリストは人々を癒し、許し、助けて導く
というまさに「優しさ」の象徴を表すかのよう
な存在であると思いました。キリストは多く
宗教章取得の感想文
ベンチャー隊

萩原 大地

約７ヵ月間のカトリックの勉強をして、私は
カトリックの歴史の長さや特徴、聖書の内
容の深さに改めて感動しました。
初めはカトリックについては学校の授業
などで教わる程度しか知識がなく、ボーイ
スカウト活動時もあまり深く考えた事はあり
ませんでした。しかし今回の宗教章取得を
きっかけに７ヵ月勉強し、神父様のお話を
直接伺い、実際に教会を周ったりしたこと
により、カトリックについて深く理解でき、ま
た、感銘を受けました。そしてその中でも特
に印象的だったのがカトリック教会の修道
女、マザー・テレサの言葉です。
私はカトリックの歴史などを理解していくと
同時に、何故カトリック信者やマザー・テレ
サ達が自分を身を削ってまで貧しい人々に
「マザー・テレサ 愛と祈りのことば」
ベンチャー隊
萩原 大地
私はこの本を読むまで、マザー・テレサの
事をあまり良く知りませんでした。そもそも
何故あそこまで貧しい人々に尽くせるのか
さえ分かりませんでした。
そんな中、この本を読んで一番印象に残
った言葉があります。「飢えているキリスト
に食事させ、裸のキリストに衣服を与え、ホ
ームレスのキリストの世話をするために私
たちはいるのです。しかもほほえみを浮か
べながら。」彼女たちは貧しい人々を憐み
ながら世話をしているのではなく、逆に貧し

ボーイスカウトでは、スカウト一人ひとり
が信仰心を持つことを特に奨励していま
す。これは他の青少年育成団体にはみら
れない特徴です。
私は宗教章の取得の素晴らしさは二つの
側面が有ると考えています。
一つは、スカウト活動は精神的な成長を
促しています。これは「ちかい」と「おきて」
にある通りです。互いに助け合う、感謝の
心を持つとかは精神的な側面です。
二つ目は「他の人々を助ける」ための技
能を身に着けることです。救急、炊事、テン
トの立て方等です。
この二つの側面は、実は一つのことを言

っています。
スカウトが「他の人々を助ける」ことは、ス
カウトの他者への「愛情」の具体的な行動
だと考えています。精神的な側面に裏打ち
された、自ら身に着けた技能で「他の人々
を助ける」ことがスカウト活動の目標です。
これはスカウトに限らず全ての人々に共通
した大切なことです。
そして、この精神的な側面を支える意味
を理解することは、スカウト自身の成長にと
って最も大切なことです。
この意味を（スカウト活動の大切な目標
を）理解するための研鑽が宗教章取得の
為の勉強であり、宗教章がスカウトにとって
特別に大きな章の訳です。
（鈴木英彦）

の貧しい人、罪を犯してしまった人を助け
続けていました。そのような神を信じる人た
ちも、心が優しくなるのかもしれないと思い
ました。
主の祈りの中に「わたしたちの罪をおゆる
しください。私たちも人をゆるします」という
祈りがありますが、これは現代の人々には
あまりできていないことだと感じました。どう
しても自分が大切で、自分勝手になってし
まっていると思います。なので、この祈りは
キリスト教の「優しさ」を表す言葉として特に
ふさわしいと思いました。
また、私はリーダーの勧めでマザー・テレ
サの本を読みました。マザー・テレサは多く
の死にかけている人々を引き取り、看病を
していた人ですが、これも簡単にできること

ではないと思いました。伝染病が流行し、
道に人が倒れて死にかけていても誰も気に
もとめなかった時代に、マザー・テレサは自
分とは関係のない人々に救いの手を差し
伸べました。マザー・テレサもキリスト教を
信じるクリスチャンの一人だったそうなの
で、彼女のすばらしい「優しさ」もキリスト教
からの影響なのかなと考えました。
私はボーイスカウトで、今まで何度もミサ
に参加し、祈りもささげてきましたが、その
意味を理解してはいませんでした。今後も
ミサに参加する機会はあると思いますが、
その時は今まで以上に意味のある祈りをさ
さげることができると思っています。

尽くす事ができるのか不思議でした。そん
な中４月中旬、リーダーにマザー・テレサの
言葉をまとめた本を読む事を勧められ、読
んでみました。その中には、「私たちは貧し
い人々をキリスト様の生まれ変わりだと心
から信じている。だから私たちは貧しい人
々を喜んで世話をする」という言葉がありま
した。私はこれを読み、歴史や行事を勉強
してきたが、一番大切な事を見落としてい
たと思うと同時にカトリックの考えに深い感
動を覚えました。
その後一日かけて取り組んだ都内の教
会巡りでは、教会の見方が変わりました。
今まではミサやお祈りをする神聖な場所だ
と、ただ漠然としたイメージでしたが、神父
様のお話を聞きマザー・テレサの本を読む
事で、教会とは深い慈しみをもった人々が
神と会話し、懺悔し、そして感謝する大切な
場所だと分かり、それを肌で直接感じる事

が出来ました。特に神田教会は百年以上
の歴史がある事だけでなく、聖フランシスコ
・ザビエルの聖遺骨が安置されている教会
でもあり、とても興味を持ちました。これら
の普段中々出来ない貴重な体験は刺激的
で、より一層カトリックの理解を深める事が
出来ました。
私生活ではカトリックの教えを言ったりする
機会は少ないかもしれませんが、今回の経
験を生かし、全ての物や人々に感謝の気
持ちをもって、充実した日々を送りたいと思
います。今回の宗教勉強会は、鈴木リーダ
ーを始めたくさんの方々にご協力して頂き
ました。約７ヵ月間ありがとうございました。

い人々を傷ついたキリストだと信じ、喜びを
感じながら世話をしているのだと知り、とて
も感動しました。
また、そういった聖なる人となるためには
その決意を本当に大切にし、常に保たなけ
ればいけないとマザー・テレサは言ってい
ます。私もボーイスカウトをやるカトリック教
の一員として、この決意を持って日常を過
ごしていきたいです。
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ビーバー隊の

JCCSに参加したカブ隊やボーイ隊の
お兄さんたちだけじゃない！ぼくたちも
元気に夏の活動をしていたんだよ!!
という事でここではビーバー隊の夏の
活動を特集します。
ビーバー隊の夏の活動と言えば、恒
例の流しそうめんです。
今年は、茹でたそうめんも乾いてしま
うような暑さの中行いました。
前日、団委員さんや石塚隊長たちが

セットしてくれた全て竹の、しかも昨年
よりも長く？なった台の周りに、先程ま
でゲームなどをして存分に身体を動か
し、お腹をすかせたスカウト達が集まり
ました。
手には、その前に保護者の方に切っ
ていただいた竹の器を持って。子ども
達の準備は万端です！
そしてメインの流す物ですが、『流しそ
うめん』と言いつつも、ついつい色々な
物を流したくなって少々品物も欲張って
用意してしまった感があり、準備にも時
間がかかってしまったのですが、保護
者の方や見学者の保護者の方にもか
なりお手伝いいただき、なんとか流す
事が出来ました。
また、こんな本格的な流しそうめんは
早々出来るものではないし、中には初
体験の親子さんもいて、スカウト達以上
に大人達もテンションが上がりました。
特に、次は何を流そうか〜と流す物を
選んだり、子どもたちの目線の遥か上
からそれらを流すというドキドキわくわく
感がたまりませんでした！
もちろん、子ども達も大興奮で次々に
流れてくるそうめんを掬ったり、ミニトマ
ト、ソーセージ、トウモロコシ、たまにミ
ニトマトかと思いきや当りのサクランボ
などを取り損ねたり、とにかく取る事に
必死で、器の中には食べ終わっていな
いそうめんが溢れそうになっていて、汗
だくになりながら楽しんでいました。

ビーバー隊 夏のフォトグラフ
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スカウト達の立ち位置もなかなか面
白いもので、上流？の方でスタンバイ
する子もいれば、最後の流れ落ちる所
で取る子など様々で、場所の取り合い
のような事もなく、思い思いに楽しみな
がら食べていて、充分みんなのお腹は
満たされたのではないでしょうか。
ちなみに、子ども達に一番人気だった
食べ物は‥山崎副長が持参した蛇の
形！のグミでした！
ここのところ、ビーバー隊には見学者
さんや入隊する子も続々といて人数も
増えており、この日もいつにも増して参
加が多かった中、ゲームをしている姿
や整列の時のスカウト達の様子が、以
前よりもしっかりと、そしてまとまってき
ていて個々の成長とビーバー隊として
の成長の両方を実感しています。
これは、スカウトの人数の増加や経
験ももちろんですが、保護者の方々の
活動の中での協力体制が充実している
事も相乗効果として、スカウト達に良い
影響を与えていると感じます。保護者
の方々には、いつもご協力いただき本
当にありがとうございます。
今の良い雰囲気、状態をキープ出来
ればと思いますので、今後も保護者の
ご理解、ご協力をどうぞよろしくお願い
致します。
ビーバー隊副長 大山昌世
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