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■プログラム「ボーイスカウトの活動について」
（新世代奉仕委員会）

日本ボーイスカウト北海道連盟十勝地区委員長　田村　泰男 様
　帯広ロータリークラブ様におかれましては、長い期
間ボーイスカウト十勝地区の活動に対し深いご理解と
温かいご支援をいただいており、この場をお借りして

心からお礼を申し上げます。一昨年の6月に前任の富川委員長とこ
の場にお邪魔して、北海道連盟から預かったささやかな感謝状と記
念メダルをお渡ししたことを思い出したところでありますが、40
年以上にわたり総額で300万円以上もの助成をいただき、感謝の気
持ちでいっぱいであります。
スカウト運動とは
　私はボーイスカウトについて説明する際に、まず保護者の方のス
カウト経験等を確認した後、ボーイスカウトのイメージをお聞きし
ています。
　するとキャンプ、募金、ゴミ拾いなどを連想するらしく、奉仕団体
のひとつと思われているようです。たしかに奉仕活動も大切な活動
の一部ですが、スカウト運動は自分のため、人のため、社会のために
行う100年以上の歴史のある世界的な社会教育活動であります。
　自然とのふれあいを基本に異年齢での上下関係を大切にしてお
り、学校教育とは違いカリキュラムはありませんが、年長秋からの
ビーバースカウト、小学校2年秋からのカブスカウト、小学校5年秋
からのボーイスカウト、中学校3年秋からのベンチャースカウトと
それぞれの学年、年齢に応じた一貫したプログラムでの活動は、社
会人になったときに、役立つことはあっても決して荷物になること
はないと信じています。
スカウト運動へのきっかけ
　私は、ボーイスカウトという名前は聞いたことがありましたが、
全くその知識はない普通のおじさんでした。長男が小学校へ入学を
控えた3月のある日、妻が「ボーイスカウトって知ってる？」と新聞
に載っていた小さな募集広告を見つけたことがこの運動との出会
いでした。子供がやりたいということは可能な限りさせたいと思っ
ていましたので、説明会があるなら見学してみようということにな
りました。説明会場でおやつをたくさんもらったわが子は、子供た
ちからも可愛がられ、「楽しかったのでまた行きたい！」と訴え、次
の活動にも参加してあっという間になかま入りすることが決定し
ました。
　その後指導者の勧誘にあいまいな返事を続けていたある日、我が
家に思いがけない来客者がありました。当時の隊長が住所を頼りに
私の自宅を探し当て、大きな箱を持って玄関に立っていました。「こ
れ、子供たちにあげて！」その場所でもなかなかいい返事をしない
私でしたが、結局は情熱に負けて「できる範囲内でお手伝いをさせ
ていただく！」ということになりました。
　この制服を着るようになり、室蘭で行われた北海道大会から疲れ
切って帰ってきた数日後、ショートケーキを届けてくれた隊長が急
逝しました。とりあえず自分が代行に指名され、子供たちに「隊
長！」と呼ばれ始め、気が付くとビーバー隊の隊長をつとめること
になり、それ以来15年余りの月日が経ちました。
第2回北海道・東北ブロック大会の思い出
　日本連盟では全国をいくつかのブロックに分け活動を展開して
おりますが、北海道は東北の各県とブロックを形成しており、過去
には北海道での大会が定期的に行われていた時代もありましたが、
この年は北海道を会場に2回目のブロック大会を開催する順番であ

りました。
　通常の大会は交通の便なども考え、札幌周辺で行われることが多
いわけですが、十勝でやってみようと立候補し、数年前から準備が
進められました。
　前年の秋には約3,000人もの予定申込みがありましたが、3か月
前の確定申込みでは1,000人になかなか到達しません。しかし、
2,500人を想定し宿泊場所、輸送バス、食事、協力依頼そして雨天時
を含めたプログラムの準備を進め、結局申込み締め切り後に、続々
と追加申し込みがあり最終的には想定した人数に近い参加となり
ました。
　大会の2日前から資材の搬入と会場の準備をスタートしとんでも
ない数のテントを建て、歓迎看板や設備を何とか設置しコンテナが
続々と到着し始めたとき、始まるんだなという実感と不安に包まれ
ました。そして、スカウトも徐々に会場入りし、いよいよボーイスカ
ウト部門の大会がスタートしました。
　開会式は大雨の中行われました。市長の歓迎のことばや自衛隊音
楽隊の生演奏でたくさんの笑顔に出会えることができました。
　2日目も天候がすぐれず、予定していた川下りや登山のプログラ
ムは変更を余儀なくされました。季節外れの台風の直撃を受け、建
てたテントは無残な姿となりました。仮設トイレはすぐに満杯にな
り、テントサイトにあちこちに水たまりができました。私はポジテ
ィブに「こんなときこそスカウトの本領が発揮できる絶好のチャン
ス！」と勝手に考えていました。お客様気分の一部の大人からは不
平や不満の声がありましたが、台風の中でも子供たちの笑顔はあ
り、勇気をもらいました。
　3日目には天候も回復し、ビーバースカウトとカブスカウトも参
加して、夜には手づくりステージでの郷土芸能や花火で盛り上が
り、たくさんのなかまが集まった喜びを実感しました。
　4日目の夜は、緑ヶ丘の屋外ステージでバーベキューを食べた後、
北海道知事も参加して音楽会が行われました。地元の小学生の演技
や自衛隊のコンサート、大会テーマ曲をうたう釧路市の歌手などを
招いて最高潮を迎える予定でしたが、突然のどしゃ降りにまたもや
水を差されました。
　最終日、ようやく朝から真夏のような日差しが差し込みました。
3日間計画していた早朝の熱気球体験がようやくでき、ホッとしま
した。
そして、すべての参加者が閉会式に集まり、4年後の再会を誓い合
って別れを惜しみました。
　大会を終えて、感じたことと得たものがたくさんあります。
　まず、スカウト運動はたくさんの人に支えられているということ
です。
　遠くから会場に到着し疲れているはずの東北の指導者も快く手
を貸し、汗を流してくれました。
　制服を着て名刺を出し説明しお願いすると、行政も企業も賛同を
していただき、快く協力をしてくれました。
　また、子供たちは大人より勇気があって、たくましいということ
です。大人は雨や風に文句を言い、主催者側に何から何まで説明を
求めます。スカウトの安全のためという理由にあるにしても残念な
気がしました。一方子供たちは、悪い天気を味方につけ、せっかくの
大会を楽しもうという積極的な意欲を感じました。
スカウト活動のモットー
　ボーイスカウトの様々な本にはスカウト運動の基本理念や、モッ
トー、スローガンなどが書かれており、決して否定はしていません
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し基本にしているつもりですが、私個人のモットーがあります。
　そのひとつは「楽しくなければスカウトではない！」というもの
です。
　楽しければそれでいいというものではなく、せっかくやるんだか
ら主役のスカウトも、それをサポートする大人たちも楽しいことを
しましょうということです。そのためには、みんなが意見やアイデ
アを出し合って、みんなで準備をして、みんなで楽しみましょうと
いうことです。お友達感覚ではなく、ケジメは必要です。したがって
私は「訓練」とか「教育」という言葉をできるだけ使わないようにし
ています。
　もうひとつは「遅いことは誰でもできる！」ということです。「い
つやるのですか？」と尋ねられたら「今でしょ！」と答えます。「誰が
やるのですか？」と聞かれたら「あなたでしょ！」と言います。人か
ら言われてやるのではなく、人から言われる前に自分で考えて、ひ
とより一歩でも前に進む子供になってほしいからです。人から言わ
れてやることは、大人でも楽しくないと感じるはずです。
子供はたくさんいる
　さて、10年ほど前に学校5日制がスタートし、その受け皿のひと
つとしてスカウト活動が注目を浴びた時代もありましたが、塾通い
やクラブ活動が盛んになり、ボーイスカウトの加盟登録者の減少は
深刻で喫緊の課題となっております。
　十勝管内の小中学生は約28,000人もおりますので、子供が少ない
のではなくスカウト活動を知らないことが原因のひとつだと思い
ます。よりたくさんの人にボーイスカウトを知ってもらい体験して
もらうことが基本でありスタートだと考えています。
大人も楽しめるスカウト運動
　自分の子供の入団から始まった私のスカウト活動ですが、その子
供は現在スカウト活動をしていません。にもかかわらず、自分がま
だ続けられているのは、活動の楽しさを知り、スカウトのかっこい
い姿に感動し、スカウト活動から拡がった交流や親睦に魅力を感じ
ているからです。
　少しずつ衰え始めた体力や情熱を保つためには、息抜きと呼ぶス
ポーツやゲームでリフレッシュを交えながら、たくさんの人と出会
い、交流を深めています。
　年齢、性別、職業の違う大人が集まって、子供の健やかな成長を願
ってバックアップするスカウト運動は、最も優れ可能性のある社会
教育活動だと思います。
　そして、情報交換や経験により大人も成長できている気がしま
す。
こうして皆さんの前でお話をすることなどスカウト活動をしてい
なければ決して体験できなかったと感じています。
終わりに
　ボーイスカウトは、様々な活動を通じてたくさんのことを学ぶ社
会教育の場です。学校教育や家庭教育だけでは十分ではない教育を
バランスよく実践しています。
　皆さんのご近所に子供はいませんか。お孫さんや親せきに適齢の
お子さんはいませんか。
　私たちは、私たちが素晴らしい活動と自信を持っているスカウト
運動の体験をお勧めいたします。だまされたと思ってぜひ体験して
みてください。

■会長報告 奥原　　宏 会長
　本日は朝から肌寒く、最高気温が4、5℃しか上がら
ない様であります。私は先週から珍しく風邪をひいて
しまいました。鼻声で聞きづらいと思いますが、お許
しいただきたいと思います。
　最近、今年の秋から立ち上げるガバナー事務所の事

で日々明け暮れておりまして、帯広RCの会長としての事がなおざ
りになっているかなと焦る事があります。
　あと残すところ実働2ヶ月ぐらいとなり、年度内にやらなければ
ならない大事なことが2つございます。1つは昨年理事会で承認を

受けた特別委員会の事であります。この委員会の位置づけは、長期
的視野に立ってクラブの活性化を図る事であります。その為にまず
組織改革を図りたいと考えております。どうか会員の皆様ご協力の
程お願い申し上げます。
　さて、本日のプログラムは、「ボーイスカウトの活動について」と
題し、田村泰男様の卓話となります。ボーイスカウトの指導を通じ
て子供達の健全育成をされている苦労話を、またその活動によって
自分の人生を豊かにされている話を拝聴し、我々の活動に活かすこ
とができればと思います。

■会務報告 後藤　健二 幹事
①帯広RC、次年度第2回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　4月24日（水）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　出席義務者　次年度理事・役員・各委員長・入会3年未満会員
　会　費　2,000円
②・帯広南RC、4月29日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
　・帯広東RC、4月30日（火）の例会は、休会と致します。
③帯広南RC、夜間例会（創立記念）例会開催のご案内
　日　時　4月22日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　4月25日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑤帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　4月18日（木）午後7時30分
　場　所　ホテル宮崎
　内　容　アメトーーク！（クラブ奉仕委員会）

■新会員紹介　小倉　  豊 会員増強委員長
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 君紹介
　推薦者　小澤　昌博 会員

■委員会報告
・出席報告 小水　基弘　出席委員
4/17例会の報告 会員総数88名　内免除会員5名　出席者数58名
4/3例会の報告 メークアップを含む出席者数69名　出席率84.1%
・ニコニコ献金 川上　義史 親睦活動委員
和田　賢二 会員
　久々の出席ですみません
渡辺喜代美 会員
　㈳帯広青年会議所創立55周年、帯広青年会議所OB会50周年祝賀
会を橘実行委員長のもと開催することができました。締めは田中弘
先輩の万歳三唱でした。OB会会長の大きな仕事が一つ終わり、ほ
っとしております。ありがとうございました。
小澤　昌博 会員
　この度、工藤稔さんの御入会を承認いただきありがとうございま
した。工藤さんをよろしくお願い致します。
合田　倫佳 会員
　本日、例会を理事として担当します。よろしくお願いします。
佐藤　幸宏 会員
　本日の例会を担当させて頂きます。よろしくお願いいたします。
工藤　　稔 会員
　この度、入会の御承認をいただきありがとうございます。これか
ら御指導よろしくお願い致します。

■次週プログラム予定
4月24日（水）「欧州勤務で考えたこと〜防衛駐在官等の経験から〜」
 （プログラム委員会）
 自衛隊第五旅団副旅団長兼帯広駐屯地司令　原　　友孝 様


