
ボーイスカウト目黒１団	

６５周年	

１９５０年（昭和２５年）～２０１５年（平成２７年）	



１９４９年ボーイスカウトの設立の為講習を受ける小城先生	



１９５０年　発隊　審査風景	



１９５０年	
設立記念写真（油面小学校）	



１９５０年（昭和２５年３月）	

油面小学校にて誕生	



１９５５年頃	

初代カブ隊隊長・副長	

隊長：木村先生	 副長：大野先生	



１９５５年１月	

成人式祝賀銀座パレード	



１９５４年（昭和２９年）カブ誕生	

１期生達	



１９５５年（昭和３０年）５周年	

この時からインディアンダンスが始まった。	



今でも続くインディアンダンス	  
油面小学校での住区祭りに参加



１９５５年頃	
小城先生と小城吐夢様とスカウト	

小城先生宅本部入口	



１９５５年８月第１回日本ジャンボリー〈軽井沢）	



絶賛を浴びた小城先生がデザインした	

１９５５年第１回日本ジャンボリーポスターとその紹介新聞記事	



１９５９年　第２回日本ジャンボリー（滋賀県饗庭野　琵琶湖）	

東京２９団から９０名の大世帯を派遣	

台風の中の大行進	



１９６０年（昭和３５年）満１０周年	

壇上で挨拶する小城委員長	

スタンツを披露するスカウト達	

目黒公会堂にて	

分封により東京１６５団が発団（現渋谷６団）	



１９６２年　第３回日本ジャンボリー 

　　　　　　　　　　　　　　アジアジャンボリー（静岡県：御殿場）	



１９６２年　アジアジャンボリー	

小城団委員長	 参加リーダー達	



１９６２年　アジアジャンボリー	

田邉　現副団委員長 
当時　中学３年生	



１９６３年頃の２９団鼓隊	



１９６５年（昭和４０年）満１５周年	

油面小学校講堂にて全員集合	

杉本現育成会長	田邉現副団委員長	



１９６６年　第４回岡山ジャンボリー	

現　

杉
本
育
成
会
長 



１９６６年　参加した頃の若かりし姿	



１９６８年頃の本部前（油面公園の近く）でのカブ	

懐かしいアトリエとトーテンポール	



１９６８年（昭和４３年）　　指導者講習会	
小城先生　主任講師　・杉本・田邉スタッフ	







１９６９年　地区ラリー　優勝	

田邉　副団委員長は当時　ボーイ隊　隊長	



１９７０年　ボーイ隊　ハイク	



１９７０年（昭和４５年）　満２０周年	

油面小学校体育館前の集合写真	



１９７０年　小城先生ご夫妻	

　金婚式　（八芳園にて）	



１９７０年　小城先生との最後のお誕生日の集まり	

田邉　現副団委員長	

杉本現育成会長	



１９７５年（昭和５０年）満２５周年	

ホテルニューメグロでのパーティー	

鴇
田
元
委
員
長	

田
邉
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団
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長	



１９７５年	

２５周年パレード	

入団式	



１９７５年　２５周年にご出席いただいた　小城婦人	



１９７９年（昭和５４年）　２９団満２９周年団ボリー	



１９７９年　ダンボリー風景	



１９８０年　３０周年パーティーで歌う　木村・大野コンビ	



２０１４年・木村先生米寿のお祝い	  
大野先生叙勲のお祝い



１９８２年　　島貫様より、
団本部の提供を受ける	



１９８５年（昭和６０年）満３５周年	

油面小学校	



１９８８年（平成元年）　ビーバー隊発足	



１９９０年頃のビーバー２期生	



１９９０年　多摩川清掃奉仕	



１９９０年　　第１０回日本ジャンボリー	

妙高高原	



１９９１年（平成３年）　　第１回　団ボリー北海道・栗山	



１９９４年１月	

もちつき	



１９９４年　合同隊集会	



１９９４年	

第１１回日本ジャンボリー	

九州・大分県　久住高原	



１９９４年　日本ジャンボリー　目黒地区	



１９９４年　団リーダー１泊研修（中目黒スクエア）	



１９９５年（平成７年）　満４５周年	

記念パーティー　（中目黒　花壇にて）	





１９９５年（平成７年）　第２回　尾瀬団ボリー	



１９９５年　第２回　尾瀬・団ボリー	



１９９６年　　女子加入　正式に受け入れ始まる	



１９９７年（平成９年）	  
　	  
　目黒１団と目黒１３団　合併	  

* 新　目黒１団として　出発



１９９９年９月には４人の女子ビーバーが入団	



大勢の女子スカウトが誕生しました



１９９６年　フリーマーケット参加	



１９９６年頃のシニア隊	



１９９６年　　団リーダー研修	



１９９７年・　目黒１団と１２団との合併により２９会解散	



１９９８年　祐天寺　祐遊広場完成	



１９９８年　　祐遊広場でキャンプファイアーをするスカウト達	



１９９８年　　第１２回日本ジャンボリー　　（秋田県森吉山麓）	



１９９８年	

地区	

ソング	

研修会	



１９９８年　団リーダー研修	



１９９８年　　ローバー１００キロハイクに挑戦中	



１９９９年	

（平成１１年）	

	

第３回	

５０周年記念	

団ボリー	

	

奥草津	



１９９９年　第３回　５０周年記念　団ボリー	

草津	











東京２９団（目黒１団）から５名が派遣されました 
中央の山崎さんが第１回ジャンボリーのポスターのモデル 

海外派遣の記録	  
１９５９年　第１０回世界ジャンボリー参加（フィリッピン）	



１９６９年　　国際キャンプスタッフ派遣	

アメリカ合衆国　オハイオ州コロンバス	

田邉健一郎	

写真：捜索中	

田邉副団委員長　２１歳の時	



１９７２年　英国国際ジャンボレット派遣	

中場　晴久	



１９８５年	

故安田正幸氏の多額の寄付
により 

国際交流基金創設される	



１９９２年　第１７回世界ジャンボリー　　（韓国）	

６名派遣	





１９９４年　　ワールドベンチャー派遣・アメリカ・オレゴン	

田邉　雅健	



１９９５年　第１回モンゴールジャンボリー	

 市河　靖弘	



１９９６年　第１８回　世界ジャンボリー（オランダ）	

４名派遣	



小野寺　健二	



１９９７年　マレーシア・シンガポール	

８名のベンチャースカウトがキャンプ参加	



１９９８年　ワールドベンチャー派遣	

アメリカ・オレゴン	 松本　浩明	



２００３年　第２０回世界スカウトジャンボリー	  
タイへ　目黒１団から　井澤



２００５年　　ワールドベンチャーキャンプ	  
アメリカシカゴ　　小林聡一



２００７年　第２１回世界スカウトジャンボリー	  
イギリスへ目黒１団から５名参加



２００８年　オーストラリアジャンボリー	  
吉田尚太郎



２０１１年第２２回世界スカウトジャンボリー	  
スエーデン　　	  

目黒１団からは２名参加

森　奈津貴	

平野　晃平	





外国からのお客様交流	  
（ホームステイ受け入れ）



歴代・育成会長	

初代育成会長	 １９５０～１９５２	

第２代　育成会長	

広瀬　俊吉　目黒区長	

１９５２～１９５８	

篠塚　長太郎	



第３代　育成会長	

第４代　育成会長	

杉本　勝次郎	

安井　誠一郎　（当時：東京都知事）	 １９５８～１９５９	

１９５９～１９７０	



第５代　育成会長	 １９７０～１９９５	

杉本　秀男	



第７代育成会長	

本多　正雄	 １９９７～１９９８	



第６代・第８代　育成会長	
１９９５～１９９７	

１９９８～２０００	



第９代・育成会長	 ２０００年～	

杉本　勝輔	



歴代　団委員長	

初代　団委員長	 （１９５０～１９７０）	

小城　基	



第２代　団委員長	 （１９７０～１９９０）	

鴇田　正義	



第３代・第５代　団委員長	 （１９９０～１９９４）	

（１９９６～２０００）	
田邉　健一郎	



第４代　団委員長	 （１９９４～１９９６）	

加藤　勝	



第６代　団委員長　	 ２０００年～２０１０年	

巌谷　勝正	



第７代　団委員長　２０１０年～	  
高根博信　



２０００年（平成１２年）	  
５０周年をむかえました

目黒雅叙園にて　指導者・OB,・保護者 



２００２年　小城初代団委員長	  
３３回忌　記念OBの集いに６０名集まる



２００３年　第４回　団ボリー	  
長野県　飯田

１３０名参加	



２００５年（平成１７年）	  
５５周年を迎える

祐天寺　祐光殿　においての記念撮影	



２００６年　田邉現副団委員長	  
ボーイスカウト日本連盟　鷹章受章



　２００７年　第５回　団ボリー	  
福島県　会津磐梯



２０１０年　６０周年を迎える

記念誌　「あゆみ」　の表紙	



２０１０年３月６０周年記念撮影	  
（祐天寺　祐光殿）

カナダのリッチモンド１２団と姉妹団になりました	



２０１１年　第６回　団ボリー	  
富士　西湖



	  
	  

進級面接	  
スカウトは緊張しますが	  

	  

団委員長・副団委員長から　いろいろな質問があります	



菊スカウト、隼スカウト、富士スカウトになる
と毎年区長表敬訪問があります



２０１０年～２０１５年	  
富士スカウト　６名誕生	  
２０１１年度富士章	  

高根　完奈	 吉田尚太郎	



２０１３年度　富士章

森　奈津貴	 飯島　雅也	



２０１４年度　富士章

関根　亮	 平野　晃平	



奉仕の精神を学ぶ数々の活動	  



毎年１０月には	  
赤い羽根共同募金



育成会のバックアップ活動

チャリティーゴルフを主催 
杉本育成会長	

収益金を大震災被害地気仙沼市長へ
田邉副団委員長（さんま祭り）	



父母会のバックアップ活動

吉田　父母会長	 父母会もクリスマス会で大活躍	



祐天寺　における活動



祐天寺　大晦日　奉仕	  
１月の寒念仏御雑煮大会



団会議（指導者の会議）	  
団委員会（団の運営会議）

毎月　１　回　定例で行われています	



延々と続いている団報「らしんばん」	  
２０１５年５月で　６５０　号

井澤編集長	

団のホームページからみられます	



２０１５年	  
ボーイスカウトの正服が変わります



新しい正服のモデルに　	  
目黒１団スカウト（森奈津貴・平野晃平）



２０１５年８月	  
第２３回　世界スカウトジャンボリー	  

山口県　きらら浜	  
日本での開催は１９７１年朝霧高原以来４４年ぶり

世界　１５０　の国と地域から　３０，０００人が集います	


