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B-P の誕生日を祝う会B-P の誕生日を祝う会

◎今年度業計画のひとつである「大阪連盟ユースへの支援
強化」として、一昨年と同様に金 10 万円を大阪連盟へ寄
贈することとなった。それにより令和 2 年 7 月 14 日大阪スカ
ウトクラブ定例役員会の開会前に、谷口会長から大阪連盟
福田理事長に贈呈された。
◎福田理事長よりのお礼の挨拶の後、九州熊本県を中心と
した豪雨災害による被災者支援のため、大阪連盟として九
州ブロックに 50 万円を寄付した旨の報告があった。また大阪
連盟としても義捐金を募るのでスカウトクラブへも協力してほし
い旨の依頼があった。その後の役員会において寄付金とし
て 3 万円を拠出することを決定し、翌月の定例役員会前に
事務局へ谷口会長より手渡された。

　式典は城島幹事長の司会進行のもと、ソング「B-P 祭の歌」を全員で合唱して
スタートした。
　会長の挨拶に続いて、ソング「世界の総長」、佐藤・市口副会長による献花、
石橋・髙木会員による B-P 卿の「最後のメッセージ」の朗読、最後に「永遠の
スカウト」により式典を終了した。
　第二部は食事をしながらの懇談会。食事の合間には谷田会員によるマジックの
披露があり和やかな時間を過ごした。
　第三部は「B-P を囲んで歌おう」というテーマのもと「ちーやん歌集」の中より
22 曲を日上会員のギター伴奏と歌唱指導で、全員で大合唱。久しぶりのスカウト
ソングに参加者は懐かしさを感じながら少年時代や指導者として子供たちに教えた
経験を思い出しながら、大盛り上がりのうちに閉会となった。

「やまひこ 87 号」も当初の計画では令和 2 年 6 月に発行する予定で
したが、大阪スカウトクラブも活動中止していたため、その発行も滞っ

ておりました。つきましては 6 月発行の際に掲載予定であった昨年度のＢ－Ｐ祭の報告を
本号にて掲載させていただきます。時期を逸した行事報告となりますが、多くの方の参加
がありましたので、とりあえず本号にて報告させていただきます。

石橋・髙木両 会員による
「最後のメッセージ」の朗読

行事報告

報　　告

　会員の皆様そしてボーイスカウトをこよなく愛する仲間の皆さん、明けまして
おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
　皆様方にこの様にご挨拶出来ることをまず感謝したいと思います。なぜなら
1 年前の正月に今日の様な状況を誰が予測できたでしょうか。コロナというウイ
ルスが私たちに忍び寄ることを誰が予知出来たでしょうか。

　新型コロナウイルス感染、この馴染みのないウイルスの出現で世の中が大きく変わってしまい
ました。職場、学校、地域において働き方、学び方、生活の仕方が様変わりしました。
　私たちの活動においても３つの密（密閉空間、密集場所、密接場面）を避けるため通常の
活動が出来ない状態が今日まで続いております。スカウトたちにとって特に残念な事は楽しみに
していた夏の舎営、キャンプが出来なかったことです。野外での活動が制約されることはスカウ
ティングでは致命的な事です。
　多人数での集会、握手も手を繋ぐことも大勢での会食も出来ません。道具の使用もその都度
の消毒、マスクの着用は当たり前になり、大きな声を出したり騒いだりは止めるように指導されて
います。これでは仲間とのキャンプ、ハイキング、ゲーム、ソングなどのスカウトプログラムが通
常通りには行うことが出来難いという事です。「お家でスカウティング」「ソロキャンプ」「リモート
隊会議、班会議」などが言われています。これらはこの閉塞された状況から何とか抜け出す
ための一つの方法かもしれません。しかしコロナ禍がこの先も続くならスカウティングも今後更に
大きく影響を受けていく事でしょう。
　さて、大阪スカウトクラブも昨年は総会も出来ず、案件は書面審議にて行いました。毎月実
施しておりますサロンも 9 月からやっと開催する事が出来るようになりました。コロナの感染如何
によっては今後予定されている毎月のサロンや BP 祭を兼ねた「ふくろうわーるど」等の開催も
再検討しなくてはならないかもしれません。ましてや次年度の事業をどのように対応していくのか
非常に悩ましいところです。
　地域社会では WITH コロナの生活、活動が創意と工夫の中で始まっています。私たちもコ
ロナ禍にあってただ活動を停滞させるだけでなく、日頃の日々 改善の精神で逆境の中に活路を
見出していきたいものです。スカウティングは自然を教場とし、自然界の中での共存共生「地球
にやさしく」を目指してきました。これからも大いに自然に溶け込み、自然を満喫し、自然界から
多くの知恵と知識を学び、私たちの生活の栄養にしていかねばなりません。今はコロナに負けず、
コロナと共に、コロナからいろいろ学び、今後の糧としていきましょう。
　最後に医療関係者はじめコロナと闘っておられるすべての人々に感謝とエールを－病棟で苦
しんでおられる人々の早期回復を心より願っております。
　大阪スカウトクラブ会員の皆様もこの 1 年健康に留意され、元気な姿でお会いできることを愉
しみにしております。令和３年に弥栄！！！

日時：2020 年 2 月 15 日（土）午後 1 時 15 分～ 4 時
場所：大阪スカウト会館 3 階

赤塚　勝巳
秋場　美恵子
池田　悦子
石橋　善晴
磯林　晴代
市口　明彦
市口　正志
今田　忠行
植村　美代子
梅澤　次男
大朝　賢一
奥田　常夫
貝出　有三郎
木村　泰子
黒田　一男
河見　洋治
佐藤　茂弘
城島　末明
髙木　明徳
竹中　洋子
竹本　欣司
田中　　稔
谷口　　修
谷田　吉弘
辻田　充弘
拝郷　達雄
羽田　佳子
濵口　嘉瑞子
日上　光明
藤田　秀幸
村瀬　裕子

参加者氏名　
（五十音順）

新年のご挨拶
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　今回は大阪・堺に生まれた歌人与謝野晶子について、永年研究され
てきた佐藤多賀子氏より、与謝野晶子の歌人としての歩みとともに、歌の
中からみえる与謝野晶子の人生観を語っていただいた。
　佐藤氏は与謝野晶子が学んだ堺女学校（現・泉陽高等学校）に入
学されてから、与謝野晶子に興味を持たれたとのことである。
　与謝野晶子の歌といえば「みだれ髪」の「やわ肌のあつき血潮にふれ
も見でさびしからずや道を説く君」や文芸誌明星に発表された「君死に
たまふこと勿れ」があまりにも有名である。
　しかし歌人としての与謝野晶子は作家として、また思想家としても数多く
の著書を残している。
　さらに我が子に読み聞かせるため既存の童話に納
得できず、自らが執筆したという話には母親としての
やさしさを感じた。しかし晶子は母性偏重を排し、男
女平等を考え続けた女性であることを今回の話の中
で感じることができた。

　今回のサロン・ド・フィールドは、前月に実施されたサロン・ド・OSCの「晶
子からのメッセージ」の仕上げの意味で企画されたものである。
「さかい利晶の杜」は堺に生まれた千利休と与謝野晶子という二人の偉人
の資料を展示した堺市の施設である。
　１階は「千利休茶の湯館」と「茶の湯体験施設」や観光案内所、２
階は「与謝野晶子記念館」と「企画展示室」が設けられている。
　記念館の資料では、与謝野晶子が自分を取り巻く環境のなかで、歌人
として、作家として、思想家として執筆し続けた姿が紹介されている。
「利晶の杜」見学の後、「千利休屋敷跡」「与謝野晶子生家跡の歌碑」
を訪ね、最後に開口（あぐち）神社境内にある与謝野晶子の歌碑を最後
の見学地とし、約２時間半の見学散策を終えた。

　参加者は中野忠八が作詞した「たのしき野営」他を石碑の前で合唱し、
先人の遺徳を偲んだ。
　その後、一行は近くにある白髭神社へ向かった。
「白髭神社」は琵琶湖に面した神社で、そのシンボル的な存在の琵琶湖
に浮かぶ朱塗りの大鳥居が有名である。近年はパワースポットとして多くの
観光客を集めているが、我々が訪れた時も若いカップルや家族連れが多いのが印象的であった。
　白髭神社の境内には紫式部や、与謝野晶子夫妻の歌碑があり、特に与謝野晶子の歌碑は全国にある
晶子の歌碑の中で一番古いものである。
　次に向かったのは「琵琶湖周航の歌」資料館。「琵琶湖周航の歌」は多くの歌手が歌っている名曲である。
「われは湖の子　さすらいの…」と聞けば、思い出される方も多いと思う。この歌は大正 6（1917）年京都
の旧制の第三高等学校の水上部（現　京都大学ボート部）の学生がボートで琵琶湖周航をした途中につ
くったものとのことである。
　現在の資料館は今年の4月に今津東コミュニティーセンター1階へ移転、リニューアルオープンされたもの

である。
　全ての見学予定地を巡って、帰路に就いたものの、渋滞のため名神高速道路まで
ノロノロ運転であったが予定より1時間程度遅れて無事寺田町駅前に到着、解散した。

　琵琶湖の湖西、近江舞子の雄松岬にのびる白砂青松の湖岸にこの記念碑は
ある。
　松の木蔭に建つ記念碑は、全国のスカウトが贈った土台石に据えた大小 2 段
の自然石で出来ており、全高は２ｍほど。その頂石に「日本ボーイスカウト初野
営の地」、裏面には、由来の銘板があり、昭和３５年（1960）8 月に建立され
翌年 5月3日に除幕された。
（中略）
ボーイスカウトの原書を読んで京都少年義勇団を結成した団長の中野忠八が、
大正 5年（1916）に少年たちを率いて初のボーイスカウト式のキャンプをここで行っ
た。（後略）

　当日の朝は小春日和という天候に恵まれ、午前 9 時前に大阪スカウト会館前に集合した。体
温チェックと手の消毒を念入りにしてマイクロバスに乗り込み、日上会員の運転で琵琶湖を目指し
て出発した。
　秋の紅葉シーズンということもあり、京都・滋賀方面は混雑が予想されたとおり名神高速道路
を降りるあたりで渋滞にあったもののほぼ予定通りに現地に到着した。
「ボーイスカウト初野営の地」の記念碑については「日本のスカウト遺産百選」に下記の通りに
掲載されている。

サロン・ド・フィールドサロン・ド・ＯＳＣ

サロン・ド・フィールド

〇令和 2 年 9 月 12 日（土）ゲスト「佐藤 多賀子氏（与謝野晶子倶楽部）」参加 15 名

テーマ「晶子からのメッセージ」（与謝野晶子を学ぶ）

佐藤多賀子氏

さかい利晶の杜 正面

～晶子からのメッセージ　PART　Ⅱ～
「さかい利晶の杜」見学

日時：令和２年１０月４日（日）午後２時から

「ボーイスカウト初野営の地」の記念碑を訪ねて
令和2年11月15日（日） 参加者14名

初野営の地 記念碑

「初野営地」の記念碑

記念碑 前の湖岸記念碑 前の湖岸

白髭神社大鳥居白髭神社大鳥居 資料館内部資料館内部
白髪神社境内の
与謝野晶子夫妻の歌碑
白髪神社境内の
与謝野晶子夫妻の歌碑与謝野晶子生家跡の歌碑与謝野晶子生家跡の歌碑 開口神社に建立されている歌碑開口神社に建立されている歌碑
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与謝野晶子夫妻の歌碑与謝野晶子生家跡の歌碑与謝野晶子生家跡の歌碑 開口神社に建立されている歌碑開口神社に建立されている歌碑
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大阪スカウトクラブ会長　谷口　修

大阪スカウトクラブ
大阪スカウト会館

代 表 谷　口 　 　 修

大阪市天王寺区大道 5－4－6

B-P の誕生日を祝う会B-P の誕生日を祝う会

◎今年度業計画のひとつである「大阪連盟ユースへの支援
強化」として、一昨年と同様に金 10 万円を大阪連盟へ寄
贈することとなった。それにより令和 2 年 7 月 14 日大阪スカ
ウトクラブ定例役員会の開会前に、谷口会長から大阪連盟
福田理事長に贈呈された。
◎福田理事長よりのお礼の挨拶の後、九州熊本県を中心と
した豪雨災害による被災者支援のため、大阪連盟として九
州ブロックに 50 万円を寄付した旨の報告があった。また大阪
連盟としても義捐金を募るのでスカウトクラブへも協力してほし
い旨の依頼があった。その後の役員会において寄付金とし
て 3 万円を拠出することを決定し、翌月の定例役員会前に
事務局へ谷口会長より手渡された。

　式典は城島幹事長の司会進行のもと、ソング「B-P 祭の歌」を全員で合唱して
スタートした。
　会長の挨拶に続いて、ソング「世界の総長」、佐藤・市口副会長による献花、
石橋・髙木会員による B-P 卿の「最後のメッセージ」の朗読、最後に「永遠の
スカウト」により式典を終了した。
　第二部は食事をしながらの懇談会。食事の合間には谷田会員によるマジックの
披露があり和やかな時間を過ごした。
　第三部は「B-P を囲んで歌おう」というテーマのもと「ちーやん歌集」の中より
22 曲を日上会員のギター伴奏と歌唱指導で、全員で大合唱。久しぶりのスカウト
ソングに参加者は懐かしさを感じながら少年時代や指導者として子供たちに教えた
経験を思い出しながら、大盛り上がりのうちに閉会となった。

「やまひこ 87 号」も当初の計画では令和 2 年 6 月に発行する予定で
したが、大阪スカウトクラブも活動中止していたため、その発行も滞っ

ておりました。つきましては 6 月発行の際に掲載予定であった昨年度のＢ－Ｐ祭の報告を
本号にて掲載させていただきます。時期を逸した行事報告となりますが、多くの方の参加
がありましたので、とりあえず本号にて報告させていただきます。

石橋・髙木両 会員による
「最後のメッセージ」の朗読

行事報告

報　　告

　会員の皆様そしてボーイスカウトをこよなく愛する仲間の皆さん、明けまして
おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
　皆様方にこの様にご挨拶出来ることをまず感謝したいと思います。なぜなら
1 年前の正月に今日の様な状況を誰が予測できたでしょうか。コロナというウイ
ルスが私たちに忍び寄ることを誰が予知出来たでしょうか。

　新型コロナウイルス感染、この馴染みのないウイルスの出現で世の中が大きく変わってしまい
ました。職場、学校、地域において働き方、学び方、生活の仕方が様変わりしました。
　私たちの活動においても３つの密（密閉空間、密集場所、密接場面）を避けるため通常の
活動が出来ない状態が今日まで続いております。スカウトたちにとって特に残念な事は楽しみに
していた夏の舎営、キャンプが出来なかったことです。野外での活動が制約されることはスカウ
ティングでは致命的な事です。
　多人数での集会、握手も手を繋ぐことも大勢での会食も出来ません。道具の使用もその都度
の消毒、マスクの着用は当たり前になり、大きな声を出したり騒いだりは止めるように指導されて
います。これでは仲間とのキャンプ、ハイキング、ゲーム、ソングなどのスカウトプログラムが通
常通りには行うことが出来難いという事です。「お家でスカウティング」「ソロキャンプ」「リモート
隊会議、班会議」などが言われています。これらはこの閉塞された状況から何とか抜け出す
ための一つの方法かもしれません。しかしコロナ禍がこの先も続くならスカウティングも今後更に
大きく影響を受けていく事でしょう。
　さて、大阪スカウトクラブも昨年は総会も出来ず、案件は書面審議にて行いました。毎月実
施しておりますサロンも 9 月からやっと開催する事が出来るようになりました。コロナの感染如何
によっては今後予定されている毎月のサロンや BP 祭を兼ねた「ふくろうわーるど」等の開催も
再検討しなくてはならないかもしれません。ましてや次年度の事業をどのように対応していくのか
非常に悩ましいところです。
　地域社会では WITH コロナの生活、活動が創意と工夫の中で始まっています。私たちもコ
ロナ禍にあってただ活動を停滞させるだけでなく、日頃の日々 改善の精神で逆境の中に活路を
見出していきたいものです。スカウティングは自然を教場とし、自然界の中での共存共生「地球
にやさしく」を目指してきました。これからも大いに自然に溶け込み、自然を満喫し、自然界から
多くの知恵と知識を学び、私たちの生活の栄養にしていかねばなりません。今はコロナに負けず、
コロナと共に、コロナからいろいろ学び、今後の糧としていきましょう。
　最後に医療関係者はじめコロナと闘っておられるすべての人々に感謝とエールを－病棟で苦
しんでおられる人々の早期回復を心より願っております。
　大阪スカウトクラブ会員の皆様もこの 1 年健康に留意され、元気な姿でお会いできることを愉
しみにしております。令和３年に弥栄！！！

日時：2020 年 2 月 15 日（土）午後 1 時 15 分～ 4 時
場所：大阪スカウト会館 3 階

赤塚　勝巳
秋場　美恵子
池田　悦子
石橋　善晴
磯林　晴代
市口　明彦
市口　正志
今田　忠行
植村　美代子
梅澤　次男
大朝　賢一
奥田　常夫
貝出　有三郎
木村　泰子
黒田　一男
河見　洋治
佐藤　茂弘
城島　末明
髙木　明徳
竹中　洋子
竹本　欣司
田中　　稔
谷口　　修
谷田　吉弘
辻田　充弘
拝郷　達雄
羽田　佳子
濵口　嘉瑞子
日上　光明
藤田　秀幸
村瀬　裕子

参加者氏名　
（五十音順）

新年のご挨拶
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新 春 万 福

賀春

日本ボーイスカウト大阪連盟結成 70周年
大阪ボーイスカウト振興協会設立 50周年
連盟長　大坪文雄
理事長　福田雅之
副理事長　萩原了二

記念事業は本年３月で終了致します。ご協力ありがとうございました。

副理事長　沖山雅己
ｺﾐｯｼｮﾅｰ　 西田俊幸
事務局長　山原　誠

ギュウッと幸せが
つまった一年に

ほくせつ地区
地区役員一同

謹 賀
新 年

谷口修　OsamuTaniguchi

今年もよろしくお願いします
笛吹じじい みな様に弥栄を

貝塚第 2 団

井上菊信

弥　栄
本年もよろしくお願いします

本年もよろしくお願いします

髙　木　明　徳 春　田　誠　一

生きているだけで
丸儲け　!!

!!

!!

おかげ様で 50 年　　
喫茶さこ

大阪連盟参与

大阪スカウトクラブ副会長

謹 賀 新 年

大阪 21 団　坂口康一 坂口広美

団本部〒538-0042 
　　　大阪市鶴見区今津中 5-2-11( 円通寺内 )
　　　TEL(06)6961-7700
自宅〒577-0001 東大阪市徳庵本町 7番 25号
　　　TEL(06)6744-8730

弥 栄

泉州スカウトクラブ

謹 賀 新 年
本年もよろしく

謹 賀 新 年
大阪 11 団 副団委員長
赤　塚　勝　巳

おめでとうございます。
今年も元気　　

謹 賀 新 年

大阪スカウトクラブ

武　田　慶　一佐　藤　茂　弘

佐　藤　祐　弘

新　春　弥　栄
陽気に、しっかり、かっこよく！
本年もよろしくお願いいたします。

大阪連盟なんとう地区

謹 賀 新 年
日本連盟スカウトソング特別委員会

（堺9団、団委員）
委員　日 上 光 明

謹 賀 新 年
みしま地区 吹田第 19団

団委員　山口　茂
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あけまして
おめでとうございます。

大阪 63 団

谷　勝弘

元気・陽気・活気

自然体験が
日本の子どもの心を育む

みしま地区吹田 19 団

本年もよろしくお願いします

本年もよろしくお願いします

茨木第 1 団
横山　稔

日日是好日
（大阪第 21 団）

梅澤次男

浄土真宗本願寺派（西本願寺）
　　　　　　スカウト指導者会　評議員
　　大阪教区スカウト指導者会　理事長
ボーイスカウト日本連盟 宗教関係者の会 会員
　　　  大阪連盟 みしま地区 髙槻第 5団 

謹 賀 新 年

〒561-0854　豊中市稲津町 2-9-44
090-7361-6148　m4381k@gmail.com

村　田　紘　一 奥　田　常　夫

はっぴぃ座　新春ご挨拶
東西とうざい！
あなたもハッピー、わたしもハッピー、明るく歌って
笑って踊っての雑技集団「はっぴぃ座」今年も宜しく
お願いいたしまする！
座長竹中洋子太夫ほか座員一同皆様のお幸せを願
っておりまする…

出前興行やりまっせ！呼んでおくれやす！

育成会長 黒　田　一　男
ほくせつ地区豊中第 22団

弥栄
大阪スカウトクラブ

幹事長　城島末明

謹 賀 新 年
本年もよろしく

弥栄会

コロナ に負けず
ゴルフを楽しみましょう
年に 2回開催（5月・10月）

謹賀新年今年もよろしく

ボーイスカウト

枚方第 3団

令和 3年 1月 9日（土）　
サロン・ド・ＯＳＣ

令和 3年 2月 6日（土）　
Ｂ－Ｐ祭（ふくろうわーるど）

令和 3年 3月 6日（土）　
サロン・ド・ＯＳＣ

5月 8日（土）定期総会

今後の予定今後の予定　大阪府は12月3日の夜に、大阪府下の感染拡大による医療体
制のひっ迫を受けて、大阪モデルの赤信号を点灯させることにしま
した。それにより府民に対して 12 月 4 日より不要不急の外出自粛
の要請が出ました。
　そのため、令和 2年最後のサロン・ド・OSCとして12月5日（土）
に実施予定でであった「北御堂ミュージアム」見学は来年度まで
延期とさせていただきます。
　延期決定が実施間際だったため、大多数の会員の皆様への連
絡が徹底できずに当日に至ってしまいました。本誌面をもってお詫
びいたします。

お詫び

きたおおさか地区




