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平成２２年度年次総会開催！ 

北海道連盟北海道連盟北海道連盟北海道連盟にににに栄栄栄栄えあるえあるえあるえある感謝状感謝状感謝状感謝状がががが贈呈贈呈贈呈贈呈されるされるされるされる    

 北海道連盟が昭和２５年に設立され、日本連盟に登録して満６０年。日本のボーイスカウト運

動の先駆者であります下田豊松先達が、大正９年にロンドンで開催された第１回国際ジャンボリ

ーに自費で参加されてから９０年。そして、大正４年に北海道で初めて旭川に少年団が発足して

９５年という節目の年の年次総会が、平成２２年４月２５日午前１０時から北海道神宮頓宮にお

いて行われました。 

 当日、北海道連盟が６０年に及ぶ青少年に対する健全な育成活動が評価され、高橋はるみ北海

道知事から感謝状が贈呈されました。 

 年次総会では、平成２１年度事業報告及び収支決算報告並びにこれに対する監査報告が原案の

通り承認されました。 

 続いて、『スカウティングの楽しさを一般の人々に広め、そして参加してもらう』の基本方針の

もと、『スカウト活動を活性化し、加盟員の拡大を図る』重点目標を達成するために、「先輩たち

の足跡を想い、今我々がすべきことを具体的に行動していく年にしていく」２２年度事業計画・

収支予算が審議され、一部質疑応答を経ていずれも原案の通り議決されました。 

 平成２２年度は役員改選年度にあたり、地区選出理事（地区委員長）につぎの方々が承認され

ました。 

  函館地区 今井憲克（再）  胆振地区 田中洋一（新）  石狩地区 小林幸治（再） 

  札幌地区 北野義城（再）  空知地区 吉野了乗（再）  留萌地区 三国久介（再） 

  旭川地区 高橋 明（再）  上川地区 吉田 肇（再）  北網地区 武田 勉（再） 

  十勝地区 富川俊則（新）  釧路地区 田中 卓（再）       

 学識経験者理事には、選考委員会で選考された次の方々が承認され業務分担が決まりました。 

理事長 長岡正彦（再） 副理事長 前田和道（再） 副理事長 下田好徳（新） 

  総務担当 西岡 浩（再） スカウト担当 北野 和（再） リーダー担当 池田君松（再） 

プロジェクト担当 高橋直克（新） 広報担当 菊地一泰（再） 事務局担当 中本 亨(新) 

 学識経験者理事で「常任理事会」を構成して、日常の北海道連盟の運営にあたります。 

担当理事の皆さんに忌憚のないご意見ご要望をお寄せください。 
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ことしもベーデン・パウエル卿の生誕を祝い、スカウトたちの交流を深める B－P

祭が全道各地で行われました。 

地区コミッショナーから寄せられた活動の一部を紹介します。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

特集！ Ｂ-Ｐ祭 
 

【留萌地区】 

★ と き：２月２８日(日) １０：００～１２：００ 

★ ところ：留萌市公民館 

★ 参加者：留萌地区の各団 １０３名 

★ 内 容： 

〔スカウト入場〕10：00～10：10 

 団ごとにスカウトが入場してＢ－Ｐの合図で模擬ファイヤーに点火。 

 ハッピーバースデイＢ－Ｐを歌う 

〔ボンファイヤー〕10：10～11：20 

 ベンチャースカウトの司会で各団・隊の出し物、キャンプファイヤーのように歌等。 

〔Ｂ－Ｐ登場〕11：20～11：40  

 Ｂ－Ｐに祝声。Ｂ－Ｐが祝声返しの後、お礼のことばを述べてファイヤー消火。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ベンチャースカウト（以下ＶＳ）のプロジェクトにより企画・計画・実施をおこなった。セレモニ

ーを極力はぶきビーバー・カブスカウトも楽しめる内容としたが、ただのお楽しみ集会とならな

いように、初めと終わりはＶＳが変装したＢ－Ｐが登場しＢ－Ｐ祭らしさを出すように心がけた。 

 プログラムは、参加団・隊の出し物及びＶＳが中心となった動作付きの歌などで、参加スカウ

トたちは楽しんだ。 

 とくに、ＶＳの出し物の劇では「Ｂ－Ｐとレディとの出会い」が大変好評で、祝声の後のＢ－Ｐ

役のＶＳが考えたＢ－Ｐのお礼の言葉では「今日はみんなで私の誕生日を祝ってくれてありが

とう。これからも、みんな仲良く集会に参加してくれることを私は願っている。このファイヤーの

火が消えると今日の楽しい集会が終わってしまうが、また来年も元気なみんなと会えることを

お楽しみにしている」と、印象的なメッセージを述べた。 

 ＶＳ活動のプロジェクトでは、計画に時間がかかり 

すぎ、スカウトは計画段階で飽きてしまうことがよくあ 

るので、やる気を維持するのに苦労したが、「とにか 

くやってみよう」の合言葉で実施でき、後日のＶＳ会 

議では、いろいろな評価・反省点が出たが、来年以 

降も続けることになった。 

試験 4 日前にもかかわらず、がんばってくれたスカウ 

トたちに感謝したい。                        ≪Ｂ－Ｐとレディの出会い寸劇≫ 
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【石狩地区】 

★と き：２月２１日(日)10：30～15：00 

★ところ：恵庭市島松公民館 

★参加者：石狩地区の各団 ８０名 

★内 容 

〔第１部〕 セレモニー 10：30～12：00 

  国旗儀礼。君が代斉唱。 

きまり・さだめ・おきて斉唱。 

地区感謝状贈呈。優秀スカウト表彰。 

Ｂ－Ｐ卿のはなし（地区コミ）。 

スカウト決意表明。連盟歌斉唱。 

〔昼食・バザー〕 12：00～13：00 

〔第２部〕 13：00～15：00 

 各団交流会 

【空知地区】 

★と き：２月２１日(日)11：00～14：15 

★ところ：美唄市アカシヤ幼稚園・旭公園 

★内 容 

〔セレモニー〕11：15～12：00 

  国旗儀礼。黙祷。Ｂ－Ｐ最後のメッ

セージ朗読（代表スカウト）。歌「永遠

のスカウト」。きまり・さだめ・おきて

ガールスカウトのやくそく斉唱（代表

スカウトのリード）。富士章伝達。連盟

歌。ベーデンパウェルのお話し。メッ

セージ紹介。歌「この道を行く」 

〔昼食・豚汁〕12：00～12：40 

〔ＢＩＢＡＩ冬季オリンピック〕 

13：00～13：55 

 ◎雪合戦：４チーム総当たり 

 ◎クロスカントリー： 

改造した歩くスキーを用いたリレー 

 ◎リバース・ボブスレー： 

    そりを引き小さい山を乗り越え、大きな

山の上のゴールを目指す 

〔表彰・閉会式〕13：55～14：15 

【旭川地区】 

★と き：２月２１日(日)13：00～15：30 

★ところ：東旭川公民館 

★参加者：旭川地区の各団 １６０名 

★内 容： 

〔第１部〕 セレモニー 13：00～13：50 

  イギリス・日本両国旗儀礼、おきて唱和、連盟歌、黙祷につづいて地区協議会長の

挨拶、1 級・菊・富士に進級したスカウトの表彰～栄誉をたたえて状授与～、Ｂ－Ｐ

ラストメッセージの朗読などがベンチャースカウトの司会進行のもと、厳粛な雰囲気

で進められました。 

〔第２部〕 報告＆ゲーム大会 13：50～15：30 

  富士章を取得したスカウトの受章報告に続いて、地区ベンチャーが企画・計画をし

た“じゃんけん列車”“おもしろリレー”などのゲーム大会を行いました。 

 盛り上がりすぎて時間オーバー！元気に走り回るスカウトたちの歓声が響く、Ｂ－Ｐ

祭でした。 

【函館地区】 

函館地区では、恒例の「ボーイスカウ

ト・ガールスカウト年頭交歓大会」が、西

別院文化会館で 1月 24日に、セレモニー、

交歓ゲーム大会、ファイヤーなどが行われ

ました。 
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 8 月 2 日から 8 日まで静岡県朝霧高原で開催される第１５回日本ジャンボリーには北海道

から２２２名が参加します。 

 北海道派遣団の構成は次の表のとおりで、このほか本部奉仕要員が１７名、派遣団本部員

が３名参加します。 

 派遣隊名 派遣隊長 参加地区 

北海道第１隊 高橋 忠義  （室蘭第１団） 函館・胆振（上川） 

北海道第２隊 松本 民雄   （札幌第２４団） 札幌 

北海道第３隊 小笠原 祐治 （留萌第２団） 石狩・留萌（札幌） 

北海道第４隊 村上 政義   （旭川第１２団） 帯広・旭川・北網（釧路） 

北海道第５隊 佐々木 篤美  （東川第１団） 上川・釧路・十勝 

【【【【派遣隊用派遣隊用派遣隊用派遣隊用オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルＴＴＴＴシャシャシャシャツ・ネッカチーフ・キャッツ・ネッカチーフ・キャッツ・ネッカチーフ・キャッツ・ネッカチーフ・キャップをプをプをプを頒布頒布頒布頒布しますしますしますします】】】】    

ご希望の方は、派遣隊長か地区コミッショナーに申し込んでください。北海道連盟事務局

締切は６月２５日（金）です。 

頒布価格はＴシャツ：１，０００円、ネッカチーフとキャップは８００円です 
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１５ＮＪ北海道から２２２名参加 

≪≪≪≪入部道之事務局長勇退入部道之事務局長勇退入部道之事務局長勇退入部道之事務局長勇退されるされるされるされる≫≫≫≫    
 長年北海道連盟の生き字引として御活躍頂いた入部道之事務局長がこの度勇退されました。 

入部さんは平成１２年４月から事務局員として、また平成１６年 4月から事務局長として通算 10 年間に

わたり北海道連盟のためにご尽力くださいました。 

これからはゆっくりと心身を休められ、原隊での活動を楽しまれますよう祈念したいと存じます。 

本当に長い間お疲れさまでございました。そして有難うございました。 

 

退任のご挨拶（事務局長退任） 

 ボーイスカウト北海道連盟創立 60 周年記念の平成 22 年度年次総会におきまして、事務局長を退任さ

せていただきました。 

 顧みますと、平成 12 年より長きに亘り勤務させて頂き、大過無く退任出来ました事は、偏に諸先輩のご

指導と各皆様方のご協力ご支援の賜物と心より感謝申し上げ、衷心よりお礼申し上げます。 

 ボーイスカウト北海道連盟の課題は、日本連盟に加盟の多数の県連盟も取り組まれています「組織拡

充」であります。 

 北海道連盟の平成 22 年度事業計画では“今我々がすべきことを具体的に行動していく年にしよう”で

す。 

 私も今迄皆様方から頂きましたご指導を糧に、ボーイスカウト加盟員の一人して微力ながらご協力・ご

支援に尽くして参りたいと思っております。 

 今後 益々ボーイスカウト北海道連盟のご発展と皆様方のご健勝を祈念し、退任のご挨拶にさせてい

ただきます。      平成 22 年 5 月          ボーイスカウト札幌第 4 団 団委員  入部 道之 


