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卓 話『ボーイスカウト・ガールスカウト 活動報告』
◆会長挨拶
本日はボーイ・ガールスカウトへの補助金授与と
活動紹介の卓話を頂きます。それぞれのスカウト活
動の私の認識は野外活動を通して人間性及びリー
ダーシップを養う、さらに奉仕活動も行っていると
いう事でしょうか。後ほど詳しいお話を頂きます。
ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に 関 連 し た 話 で す が、 昨 日
NHKの日曜討論という番組で「男児発見で注目
いまボランティアを考える」というテーマをやって
いました。山口県の二歳児が行方不明になる事故が
この間ありましたが、その捜索にボランティアが大
勢参加し、その中の尾畠春夫さんがその男児を探し
当てた話です。その他にも今年の豪雨災害の被災者
支援ボランティアなど最近注目されています。日本
でボランティア活動の大きな転機は95年の阪神淡
路大震災の時にがれき撤去などの被災者支援ボラン
ティアが全国から137万人集って活動した事で、そ
の数の多さとその後災害支援のボランティア活動が
定着した事です。2011年東日本大震災の時には何
と550万人のボランティアが活動、2016年の熊本
地震では12万人が支援に来たとの事です。
ボランティア活動には災害時以外でも様々な分野
があって、運営などを手伝うスポーツボランティア
や福祉・環境保全・自然保護・観光地文化財の案内
などです。我々が諏訪湖清掃に参加するのも環境保
全ボランティア活動です。内閣府の調査で1年間に
ボランティア活動に参加した人は17.4％でした。参
加しなかった人の妨げとなった要因は「参加する時
間がない」
「情報がない」「参加するための休暇が取
れない」などです。
番組の討論の中で、
「日頃、利益追求している企
業が何かあった時社会を援助するためにボランティ
アを出す事は、企業の評価に繋がる」「教育面では、
学生などが現場で自分を押し殺して一生懸命活動す
る事も大事だが、それ以上に参加運営する人たちと
触れ合う事が学びになる」
「誰かを人助けするだけ
ではなく、自分の満足に対する意義が大きい」など
がありました。
「自分の満足」の部分はなるほどと
思います。冒頭紹介の男児を発見した尾畠さんは元
魚屋さんをやっていて現役を退いた後、様々なボラ
ンティア活動に参加していて、ニュース映像で本人
は映し出された時も、満足そうな様子で78才の年
令以上に活き活きしていたのが印象的でした。こう
してみると、高齢化の中でボランティア活動の意義
付けは変わってきていて、様々な種類の活動が有る
中で、年齢に関係なくあるいは年令に応じた関わり
方があります。人生100年時代と云われる昨今、尾
畠さんの様に現役を退いた後にもボランティア活動

を通じて社会と関わり自己表現の機会がある事を教
えてくれたのが今回の事象であるとしています。
東京オリンピック・パラリンピックには11万人
のボランティアが必要といっております。9月中旬
に募集が始まる様ですので皆さんの中でやって見よ
うという人がいらしゃいましたらどうぞ。
討論の中で云っていました、「ボランティア活動
は現場に来るばかりが支援ではない、お金や物資を
出してくれる人も大事なボランティア活動です。1
年間にボランティア活動した人は実際には内閣府の
調査以上に多いはずである。」と。人生を活き活き
とする為の選択肢がここにもあります。
◆ゲスト
ボーイスカウト岡谷第1団 副団委員長 小口賢一様
ガールスカウト長野県第10団
団委員長 青木記三代様

◆ボーイスカウト・ガールスカウト支援金贈呈
（各5万円）

◆幹事報告
・8月25日（土）地区 財団・米山セミナー開催
小林委員長出席
・9月3日（月） 例会前11時30分 理事会開催
・9月8日（土） 霧ヶ峰自然保全再生事業（外来種
駆除作業） 集合 霧ヶ峰自然保護センター

◆委員会・同好会報告
《米山記念奨学会委員会》
・8月25日（土）地区米山セミナーの報告／衛星ク
ラブを会員増強に役立ててはどうか。
※衛星クラブとはロータリークラブ設立のための手
段のひとつ。衛星クラブは、本格的な独立した ロー

岡谷エコーロータリークラブ永遠のテーマ

地球のために何かをしたい
2018 ～ 19年度ＲＩテーマ

インスピレーションになろう
リサイクル紙を使用しています

タリークラブとなるまでの短期間の移行的形態。
これにより、正規のロータリークラブ設立に必要な
最低 20 名の創立会員がいなくても、衛星クラブを
通じてロータリアンとなる機会が与えられる。
《30周年準備委員会》
・9月3日（月）6時30分 第1回30周年準備委員会
場所：マリオ

◆卓

話

担当：青少年奉仕委員会
◆ボーイスカウト活動報告
小口賢一様
1.平成30年度の会員（42名）
スカウト（25名）：ビーバー
スカウト 7名（小学1-2年）・
カ ブ ス カ ウ ト 6名（ 小 学3-5
年）
・ボーイスカウト 9名（小
学6-中学3年）
・ベンチャース
カウト 1名（高校1-3年）
・ロー
バースカウト 2名（大学1-社
会人）
スタッフ（17名）：顧問3名・
団委員 4名・隊指導者 10名
2.平成30年度 4月〜 8月に実施した主な活動
【4月】 早起き野球開会式国旗掲揚奉仕／団入隊・
上進式／照光寺蚕霊供養国旗掲揚奉仕
【5月】 17NS訓練キャンプ／カブ ハイキング／
ビーバー まゆたまアートに挑戦／団育成総会／春
の諏訪湖清掃
【6月】長野県連盟総会／ビーバー ハイキング／諏
訪地区合同キャンプ
【7月】カブ デイキャンプ
【8月】団3隊合同夏期キャンプ／第17回日本スカウ
トジャンボリー／諏訪地区指導者キャンプ／岡谷太
鼓祭り子どもパレード先導
3.平成30年度後半の計画
（1）重点施策
・ボーイスカウト運動のPR：ボーイスカウト体験
キャンプ／入団説明会
・支援団体への奉仕活動：相談しながら随時実施し
ていく
（2）今後予定されている団で主催する行事と県連・
地区・他団体の行事
【9月】ボーイスカウト講習会／スカウトの日「空
き缶拾い」／ふれあいの集い
【10月】地区ビーバー・カブラリー／成田山秋の例
大祭
【11月】ボーイスカウト説明会／隊指導者練習会
【12月】歳末募金
【1月】団新年会
【2月】成田山節分会／県連指導者研修会／地区ベー
デン・パウエル祭
4.終わりに・・・・・
スカウト（子供）が体験を通じて逞しく成長し、
社会に貢献できる人間に成長してくれるよう努力し
てまいります。毎年、助成金をありがとうございま
す。有効に使わせて頂きます。

ラッキー№ 47 宮坂正博会員
ニコニコＢＯＸ 27件 37,000円
出席報告 会員 43人 出席 29人
欠席 14人
出席率 70.37％ 訂正 76.74％

◆ガールスカウト活動報告
青木記三代様
1.平成30年度の会員（70名）
スカウト（24名）：テンダー
1名（年長）・ブッラウニー 6
名（小学1-3年）・ジュニア 6
名（小学4-6年）・シニア 5名
（中学）・レンジャー 6名（高
校）リーダー 11名 成人会
員35名
2.平成30年度 現在までの主な
活動
【4月】チャレンジコース／入団式／団総会／シニ
ア・レンジャーラリー
【5月】ふれあい花壇／ざ・くるま座／諏訪湖清掃
／育成会総会
【6月】デイキャンプ／麻薬撲滅運動キャンペーン
【7月】大分県連盟70周年記念キャンプ事前研修／
団キャンプ／長野県連盟キャンプ
【6月】太鼓まつりこどもパレード／北関東地区ス
カウト集会
3.今後の予定
【9月】キッズラリー GO!GO!ハイキング
【10月】キッズラリー 運動会デイキャンプ／麻薬
撲滅運動キャンペーン
【11月】ブラウニーキャンプ その他 団お楽しみ会
や新年会
日頃 ガールスカウトの活動にご理解、ご協力を
頂き、また本日はたくさんの支援金を頂きありがと
うございます。皆様からの支援金のおかげで、制服
を貸し出す事が出来ます。これは長野県の中でもめ
ずらしく、なにかと教育費のかかる時、保護者の方々
からも大変感謝されております。
今、少子化でスカウトの入団者もどんどん減って
行く時代で、大きな活動が出来ず困っているところ
ですが、人数が少ないなりに一生懸命頑張って高校
生、中学生達が盛りたてようとしている様子が見え
ます。そういう姿を見て小さい子達も頑張っており
ます。今後も子供達の成長を見守りながら活動をし
ていきたいと思います。

ニコニコするメッセージをお寄せ
ください。

公共イメージ向上委員会／委員長・増澤敏一
（雑誌会報を含む）

今週のプログラム
  

マリオ／卓話

9月3日㈪PM0:30
社会奉仕

次週のプログラム
  

マリオ／卓話
副委員長・佐久間茂雄

今井誠

9月10日㈪PM0:30
公共イメージ向上

表紙Photo：第21期自然の玉手箱より

