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藤沢第２０団 紹介 ～入団へのいざない～

生命を尊重する心、仲間と話し合って協力する心、

モラルや正義感、自然や美しいものに感動する心などが

子どもたちの「生きる力」の基礎となります。

社会奉仕活動や、自然の中での体験などを多く取り入れた、

ボーイスカウトの様々な活動をとおして、

青少年の健全な心と体の育成に貢献したいと

私たちは、強く願っています。

現在の社会でボーイスカウトの果たす役割はきわめて大きく

社会の期待に応える責任と使命があると私たちは考えています。

スカウトの祭典 日本ジャンボリーで 福島のスカウトを招待しての湘南地区ラリーにて

カブスカウトの仲間たち

連絡先 ホームページ https://www.saj-fujisawa20.com/ ホームページのＱＲコード

谷口 0466-36-3832 tani346812@ozzio.jp 吉原 0466-27-0718 s-yoshihara@mse.biglobe.ne.jp

https://www.saj-fujisawa20.com/
mailto:tani346812@ozzio.jp
mailto:s-yoshihara@mse.biglobe.ne.jp
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ボーイスカウト運動の起源

ボーイスカウトはいつ、どこで生まれたのでしょうか。１９０７年にイギリスで始まった運動で長ら

く外地で勤務していたベーデン-パウエル郷（Ｂ－Ｐ）が青少年のために著した「スカウティングフォ

アボーイズ」という本がベストセーラーとなり少年たちが自発的に起こした運動が原点です。日本にも

翌年伝搬し各地に少年団が生まれ、１９２２年に現在の日本連盟の前身である少年団日本連盟が創立さ

れ世界の仲間入りをはたしました。

ボーイスカウトの神髄は創始者が晩年に私どもに宛てられたメッセージ、少年団日本連盟初代総長

後藤新平が残した言葉にあると思われます。

Ｂ－Ｐ 最後のメッセージ

「スカウトのみなさん

もし、あなたたちがピーター・パンのお芝居を見たことがあれば、海賊船の船長が死ぬときに遺言

状を取りだす時間がないかもしれないことを心配して、いつも遺言を口にしていたことを覚えている

でしょう。

それは、私にとっても全く同じ事で、今すぐに死ぬわけではありませんが、その日も近いと思うの

で、みなさんにさようならの言葉を送っておきたいと思います。これが私からの最後の言葉になるの

で、覚えておいてよく考えて下さい。私はとても幸せな人生を送りました。だから、あなたたちも私

と同じように幸せな人生を送って欲しいと思います。神さまは、私たちが幸せで楽しい人生を送るよ

う、この素晴らしい世界にお送り下さったのだと、私は信じています。幸せというものは、お金持ち

になることや、仕事で成功することだけで、また、自分の思い通りにすることでなれるものでもあり

ません。

幸せになるための第一歩は、子どもの間に健康で強い身体を作っておくことです。そうすれば、世

の中の役に立つことができ、大人になったときに人生を楽しむことができるようになります。

自然を注意深く観察すると、私たちが楽しめるように神さまがいかに美しいものや素晴らしいもの

で満ち満ちた世界をお作りになったかが分かるでしょう。

自分が手にしたものに満足し、最善を尽くすことです。物事の暗い面を見るのではなく、明るい面

を見るようにしましょう。

しかし、幸せになる本当の道は他の人たちを幸せにすることです。

この世界をあなたたちが生まれてきたときよりもほんの少しでも良いものにして残すように努力

しましょう。そうすれば、死ぬときがきても、ともかく自分は無駄にすごすことはなく、最善を尽く

したと感じながら幸せに死ぬことができるでしょう。幸せに生き、幸せに死ぬために、この幸せにな

る道に「いつも備えて」おきなさい。そして、大きくなってもあなたが立てたスカウトのちかいを守

ることです。

そうすれば、神さまはあなた方を助けて下さるでしょう。」
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後藤新平 最後の言葉 三島 通陽 ボーイスカウト十話より

晩年の後藤は、私のみるところでは、スカウト運動に一番熱心だった。「後藤さんも、もっと早く総

理大臣になるようなことをしたらいいのに、ガキ大将とは･･･｣といって笑われても、いっこう平気で、

ユニホームを着、日本中を飛びあるいた。あるいなかのキャンプで、サラがないと、子供たちがキャ

ベツの葉にごはんを盛って出したら、後藤は「家にあらば、器(け)にもる飯を草まくら、旅にしあら

ば椎(しい)の葉にもる」アハハハと、万葉の句をいってさもうれしそうに自然の子にかえった。

後藤は、昭和４年４月３日、自邸に集まったスカウトたちに囲まれ、うれしそうに遊んだうえ、

夜行で岡山に講演に向かったが、車中、脳いっ血で倒れた。京都でおろされて京都病院に運び込まれ

た。後藤重体の知らせで、側近者やわれわれも京都に集まった。はじめ京都病院は満室で病室がな

く､やむなく受付にねかした｡院長が心配して、よい病室をあけ、移そうとしたが、もう口もきけぬ後

藤は、首をふってイヤという。それで、みなで相談の結果、スカウトに抱かれてなら引っ越すだろう

と、私に白羽の矢が立った。私は「先生、引越しをしましょう」というと首をふる。｢いや、スカウ

トが先生を抱いていきます｣というと、ニッコリしてうなずいた。それで京都団長の中野忠八と､十数

人のスカウトが､後藤を取り巻き、みなでそっと抱いて運ぶ。後藤ははじめはうれしそうにひとりひ

とりの顔をみつめていたが、次第にホロホロ涙を流し出した。

後藤は、東京を立つ前、私を近くに呼び

「よく聞け、金を残して死ぬ者は下だ。仕事を残して死ぬ者は中だ。人を残して死ぬ者は上だ。よ

く覚えておけ」

といったのを思い出した。私も後藤を抱きつつ涙が流れた。 後藤は４月１３日にこの世を去った。

思えばこれが後藤総長の最後のことばだったのである。

日本におけるボーイスカウト運動の現状

１９４７年、敗戦国日本では団体の結成が規制されていましたがいち早くＧＨＱよりボーイスカウト

日本連盟の再発足が認められ、１９４９年に神奈川連盟も組織されました。そして１９５０年日本連盟

は国際連盟に復帰を認められました。藤沢では１９６０年、２０団のルーツのひとつ、藤沢第１団が発

団しました。

現在、全国４７都道府県、それぞれに県連盟事務局を設置し、全国的な活動を展開しています。各県

連盟の自立性と独自性を重んじ、地域に根差した活動を行っています。各県連盟はおおよそ行政単位ご

とに地区を構成し、その下に団および隊が組織されています。

神奈川連盟は現在６つの地区で構成されています。令和２年に藤沢第４団と第２１団の統合で誕生し

た藤沢第２０団は６つの地区の内のひとつ湘南地区に所属しています。湘南地区は３市１町の行政単位

で構成され、葉山町に１個団、逗子市に１個団、鎌倉市に３個団、そして藤沢市に７個団が活動してい

ます。
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ボーイスカウト運動の教育

教育は学校を中心としたフォーマル教育、家庭を中心としたインフォーマル教育、そして一般社会に

よるノンフォーマル教育により成り立っているといわれています。ボーイスカウトはユネスコより数少

ないノンフォーマル教育の団体として認められています。

ボーイスカウト教育の３つの特徴は以下のとおりです。

・個性を伸ばしながら社会に必要な資質を伸ばす進歩制度

・異年齢層の集団（小グループ）で養われるリーダーシップ、パートナーシップ

・野外活動、自然の偉大さにふれることにより学ぶ情緒教育、環境教育

少年・少女はより良き社会をつくるため「ちかい おきて やくそく さだめ きまり」など年齢に応

じ自らが宣言しています。
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各界で活躍するボーイスカウト経験者（神奈川県）

神奈川県 黒岩祐治 （神奈川県知事）

比例南関東ブロック 山本朋広 （衆議院議員）

平塚市 河野太郎 （防衛大臣）

川崎市 福田紀彦さん （川崎市長）

鎌倉市 松尾崇さん （鎌倉市長）

藤沢市 辻岡義堂さん （アナウンサー）

茅ヶ崎市 野口聡一さん （宇宙飛行士）

横浜市 杉山清貴さん （ミュージシャン）

川崎市 市原隼人さん （俳優）

大和市 長野博さん （Ｖ６）

厚木市 前田亘輝さん （ミュージシャン） など

ボーイスカウト運動の組織と構成そして女子スカウト

ボーイスカウトの活動は、各年齢層に応じ５つの部門により構成されています。

藤沢第２０団は５つの部門すべての隊を持ち、各部門に女子スカウトも参加、同じユニフォームを着用

し、野外活動、奉仕活動など一緒に活動しています。

ビーバースカウト隊

モットーは「なかよし」

お友達と楽しくあそぶこと、自然と親しむこと、表現力を伸ばすことを目標に月に２～３回の活動を

します。また、ビーバースカウト隊は宿泊プログラムについては実施いたしません。

カブスカウト隊

モットーは「いつも元気！」

野外ゲームやハイキング、ソングなどの活動を通じて、集団生活のしつけやあいさつができるように

なることを目標にしています。
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ボーイスカウト隊

モットーは「そなえよつねに」

８人程度のグループ（班）を編成し、スカウト達から選ばれた班長を中心に班ごとに切磋琢磨してス

カウト技能を習得します。キャンプやハイキングなどの野外活動や奉仕活動を自ら計画します。

ベンチャースカウト隊

「ルックワイド」視野をひろく

自ら積極的に道を開いていく人材を育成すべく、活動のテーマを広い分野から求め、リーダーの助言

を得ながら仲間との高度なプログラムを計画し、実行していきます。

ローバースカウト隊

「自分のカヌーは自分で漕げ」

ちかいとおきてを自らの生活で具現化すべく自らの課題を設定して自己研鑽に励みます。指導者とし

ての奉仕、国際交流、高度な野外活動により人格を高めます。

スカウトの安全・安心

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟は、世界スカウト会議の決議に則り、「セーフ・ フロム・ハー

ム」を導入することによって、スカウトの活動が、より安全、安心に行われるように取り組んでいます。

1989 年、国際連合で「児童の権利に関する条約」が採択されました。この条約は、世界には厳しい環境

で育つ子どもたちが存在し、この子どもたちを守る必要があるとの認識から、「子どもの権利」を保護

するものであり、日本では 1994 年に批准しています。 国際的な教育運動であるスカウト運動では、「セ

ーフ・フロム・ハーム」として、各国連盟組織に対して、スカウトたちの安全を確保できる政策や施策

を実行することを推奨しています。また、「セーフ・フロム・ハーム」を展開する上で 3 つの側面での

実行を必要としています。

①プログラムとしてスカウトに自信を持たせ、自尊心を大切にできるようにすること

②すべての成人がこの分野の理解と実行ができるようにすること

③ 組織として、危機管理という側面から対応することです。

当団の指導者たちも毎年「セーフ・フロム・ハーム」研修を受講しています。
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ボーイスカウト藤沢第２０団が目指すこと

○ ４団、２１団とも最高の進級章である富士スカウトを数多く輩出しました。新団である２０団にお

いても富士スカウトを誕生させる。

○ ルックワイド 地域から世界へ スカウトの視野を拡げるプログラムを提供する。

○ 奉仕活動を重視しています。海岸清掃、赤い羽根・ユニセフ募金など積極的に活動を展開する。

○ 野外活動に力を入れ、スカウトの生きる力を育むことを目標にする。

神奈川連盟 総会にて 富士スカウト顕彰 サウジアラビア派遣の当団ローバースカウト

海岸清掃に参加するビーバースカウト ユニセフ募金を呼びかけるスカウトたち

モンキーブリッジを作成するベンチャースカウト 夜のとばりのなかでの語らい
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安全・安心制度について

野外を主な活動場所とするスカウト活動は冒険がつきものです。日本連盟ではプログラムを展開され

る団・隊をサポートするため「そなえよつねに共済」を運営しています。『安心・安全制度』は事故や

けがに備えるほか、対人・対物の賠償責任保険により第三者に対する損害賠償もカバーします。

万が一のケガから賠償責任を伴う事故まで幅広くサポートしておりスカウト・指導者すべて加入して

います。集会中のみならず、活動場所への往復時も補償の対象となります。

新型コロナウィルス感染への対応

日本連盟より「スカウト活動における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」が、神奈川連

盟、湘南地区よりは対応について細かく通知されており、各団は通知を遵守して活動しています。

藤沢第２０団では集会への参加は保護者の方々の承認が大前提と考えております。各隊は集会計画を

ご家庭、団に通知して万全の対応を目指しています。

指導者体制
指導者はスカウト運動に共鳴されている方々が無報酬で奉仕されています。スカウト運動の特徴の一

つとして充実した成人指導者の研修システムが構築されており当団の指導者は皆さん、研修を受けてお

ります。デンリーダーはカブスカウトの個性を伸ばすため一年間継続してスカウトを見守ります。

（＊他の団の多くは保護者が交替でデンリーダーを務めています）

また、当団の特徴は研修の講師となられる指導者が多数在籍されていることです。

指導者はスカウトに素晴らしいプログラムを提供するよう努力しておりますがご希望、アイデア等は

どしどしお申し出ください。

入団手続き

入団手続きは入団申込書の提出によって行います。お近くの指導者にお申し出ください。

育成会及び団の約束事は育成会会則、団規約および会計規則に記載しております。

入団の際にお渡しします。

費用

入団費 １０，０００円

育成会費 ビーバースカウトの保護者 スカウト１名あたり月額 ３，０００円

カブスカウトからベンチャースカウトの保護者 スカウト１名あたり月額 ４，０００円

ローバースカウトの保護者 スカウト１名あたり月額 ５００円

保護者の方には入団と同時に「藤沢第２０団育成会」に加入して戴き、スカウトの育成を金銭面で支

援していただきます。
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「藤沢２０団育成会」は入団費、育成会費、行事参加費、市/地区よりの助成金、公民館まつり出店

の売上、バザーの収益などにより資金を集めています。

各隊の活動は育成会の資金援助を得て運営されており、皆様が納めていただいた費用はすべてスカウ

トに還元されます。

通常の活動は育成会費（ローバースカウト以外）で対応いたしますがキャンプ費用などは実費精算す

る場合があります。

２名以上の兄弟姉妹スカウトがいるご家庭は割引制度があります。（第二子以降５００円/月減額）

また、事務手続きの簡素化と手数削減のためゆうちょ銀行の自動払い込みのご利用をお願いしており

ます。

おもな活動場所

・辻堂野営場

（バーミヤン辻堂店の裏）

・鵠沼公民館

・辻堂市民センター

・長久保公園

・辻堂海浜公園

※ハイキングなどは主に県内の場所で行います。春・夏のキャンプは県外で行うこともあります。
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世界スカウト機構（WOSM）は、これまで一世紀以上にわたり、「Creating a Better World（より良き

世界をつくる）」の実現のため、さまざまな問題に対してサポートを行ってきました。そして、現在は

国際社会共通の目標である「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）」について

の取り組みを進めています。

持続可能な開発目標（SDGs）は、２００１年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として２０

１５年９月の国連サミットで採択され、「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された２０

１６年から２０３０年までの国際目標であり、「１７の目標」と「１６９のターゲット」で構成されていま

す。

ボーイスカウト日本連盟は、これらの目標達成に向けて、これまで取り組んできたプログラムの見直しと

ともに、新たな取り組みの準備を進めています。団や隊は、スカウト活動を通じて様々なプログラムに取り

組むことで、スカウトに対して SDGs のねらいや取り組みを伝えることにつながります。

スカウトは、日々の活動を通じて自然に国際目標に取り組むことで、自分ごととして SDGs について考えるこ

とにつながります。以下の視点を持ちながら、藤沢第２０団は活動を通して SDGs について考え、行動します。

スカウトは、身の回りの地域社会に対して目を向ける。

スカウトは、国際社会を体感し、地球上で起きている問題や課題を知る。

スカウトは、自分ごととして考えつつ、仲間と相談する。

スカウトは、自分にできることを考え、行動する。


