
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６００号６００号６００号６００号    すご～いすご～いすご～いすご～い 
らしんばん初代編集長らしんばん初代編集長らしんばん初代編集長らしんばん初代編集長    大野福三郎大野福三郎大野福三郎大野福三郎     

 
らしんばん６００号、本当にすばらしいの一語に尽きます。歴代らしんばんを支えてくださった方々に心

から感謝いたします。 
 故小城基先生（初代団委員長）が、らしんばんの第一号巻頭言で「本団も陣客益々強固になり内容的に充
実できる年である。中畧 新年早々愈々団報発行の実現を企画し、各隊リーダーより編集委員を互選して２
月１日を期し創刊号を発行すべく、私のアトリエは編集局と化してしまった。絵も描けない状態となったが、
一面嬉しい気持ちで何とか便宜を与えている。三号雑誌になるか否か、リーダースピリットが克服して行く
かどうか、全２９団（目黒１団前身）関係者は、その労をねぎらいつつ将来を楽しみにしていて欲しい。」
（１９５９年２月）と喜びを記されている。 
 それ以後らしんばんは、団のＰＲは勿論、スカウト、父母、地域の指針として、その役割を十二分果たし
てきたと思います。これからも７００号に向けて、東京の、いや日本のボーイスカウト活動のらしんばんに
なっていただきたい。最後に故小城先生の巻頭言をもう一度、皆様にかみしめていただいて筆を置きます。 
 
生きていることは楽しい 
しかし生きてゆくことは苦しい 
とくに有意義な人生をもとうとすると老いゆくことはやさしい 
しかし美しく老いゆくことはむずかしい 
 
人を識り人を理解し人を愛する 
すべての平和はそこにはぐくまれる                       大野さんは油面小学校の 
今日という日は再び来ない                         教諭時代に指導者になり 
明日も輝くであろう希望の太陽をぼんやりながめて今日も暮れてゆく           らしんばんの初代編集長 
                                   を務められました。 
少年の日の悔い多い時                         現在分封した渋谷６団で 
年の日は再びかえってこない                        育成会長をされておりま 
                （１９７０年１月号）             す。 

  

祝祝祝祝６００６００６００６００号号号号・・・・団委員長団委員長団委員長団委員長メッセージメッセージメッセージメッセージ 
             団委員長団委員長団委員長団委員長    高根博信高根博信高根博信高根博信    
    

Monthly News Letter らしんばん発行 600 回おめでとうございます。 
600 回とは気が遠くなる数字ですね！年 12 回の発行として 50 年の歴史があるという事ですね。一言で
は言い表せない重みがあります！ 

当然 50 年前にはスカウト達は、まだこの世に存在していませんね！ 
皆さんにとっては近代史の世界です！ではこのらしんばんが発行された頃にどんな出来事が起こっていた
のか少し覗いてみましょう！ 
●政治・国際 
米安全保障条約調印、あの暗殺されたケネディーがアメリカ 35 代大統領にジョン・ケネディー当選、今は
無きドイツ“東西にベルリンの壁“建設、地球は青かったの名言！・ソ連人類初の有人宇宙飛行に成功 
●経済 
安っ！そば 40 円・コーヒー代 60 円・大卒の初任給￥12,000-￥15,000 若い人は腕に付けて歩いたダ

ッコちゃん大流行、テレビが白黒からカラーへ、首都高速 1 号京 が 、
サーキット完成 
●芸能・スポーツ 
ローマオリンピック男子体操団体優勝、ジャイアント馬場とアントニオ猪木プロレスデビ
ュー川上哲治、巨人軍監督就任、日本女子バレーボールチーム東洋の魔女と呼ばれ全戦全
勝 

 
50 年前は経済のマグマが大きなエネルギーとなり高度成長へんと大きく鼓動を打ち始

めた頃ですね！ジャパン ナンバーワンへ一揆に爆破する前兆の次期でした。 
しかしその影に自然を破壊し、人間らしい生活や価値を失ってしまった事も事実です。 

これからの世界は皆の手の中にあります。ボーイスカウトで心と体を鍛えよりよい世界へ
の礎を担ってください！そしてらしんばん発行 700 回は約 8 年後にやってきます。その
頃世界はどのようになっていて皆は地球のどこにいて何を考えているのでしょうか？ 

 



Greetings from 12th Richmond Scout GroupGreetings from 12th Richmond Scout GroupGreetings from 12th Richmond Scout GroupGreetings from 12th Richmond Scout Group    

 
Almost 18,262.50 days ago (2,400 seasons, or 600 months, or 50 years ago) in 1961, John F. Kennedy 
became the 35th president of the United States, the Peace Corps was founded in the US, the first dog 
went into space, the first man went into space (USA), President Kennedy made a  promise that man 
would land on the moon before 1970, the Disney movie '101 Dalmations' opened, and the 1st Meguro 
Scout Group began publishing their Newsletter. 
 
Doing something for the first time is a challenge.  Completing one year is accomplishment.  
Continuing it for 50 years is amazing ! 
 
Scouting began in 1907, and just three years ago we celebrated the 100th anniversary.  This means 
that 1st Meguro has been publishing a newsletter for almost half of the time that Boy Scouts has been 
in existence !  This is incredible ! 
 
12th Richmond congratulates the 1st Meguro Scout group for making their Group Newsletter for 50 
years. 
 
CONGRATULATIONS !! 
 
YIS 
Scouter Kevin 
12th Richmond Scout Group 
Richmond, BC, Canada 
 
(YIS = Yours in Scouting) 

 

 

 

 

 

 

日本日本日本日本のスカウトのスカウトのスカウトのスカウト遺産百選遺産百選遺産百選遺産百選」」」」よりよりよりより    
                                副団委員長 田邉健一郎 
 

昨年１２月に神奈川県連盟参与の矢島巌氏が６０年間のご自身のスカウト生活から、６年がかりの歳月
をかけて編集してこのたび「日本のスカウト遺産百選」として出版され、私も一冊関係者より入手いたし
ました。世の中がめまぐるしく変化する中で、戦後のスカウト運動を見守ってきた方々（私もその一人か
も知れない）が、日本の現在のスカウト運動があまりにも偏向され、本来の進むべき道からずれていると
感じてこのような記録を残そうと思われた意志を強く感じました。 
 この本の中身をみると、ボーイスカウト目黒１団そのものの歴史にオーバーラップすることが多く、私
にとっては大変懐かしいと同時に新しい新たな過去の発見につながりました。このような書き方では、現
在のスカウト達や父母の皆さんには、何を言っているのかも当然ながらお解り頂けないことも充分理解し
ております。 

このたび「らしんばん」の編集長である井沢さんより、原稿依頼をうけて感じたことは、最早昔のこと
を知っているのはボーイスカウト目黒１団では私 
しかいないという重責感のようなものでした。 

機関誌「らしんばん」も６００号までたど 
り着いた。これを機会にボーイスカウト目黒 
１団として遺さなくてはならない記録をこの 
機関誌が担っていただければ幸いと思い私の 
数少ない出来ることに協力できればと思った 
次第です。 
 なお、「日本のスカウト遺産百選」の購入を 
希望される方は田邉までご連絡いただければ、 
ご案内いたします。 

 

 

 

創団６０週年に姉妹団
となった、「カナダ・リ
ッチモンド１２団」か
らのメッセージです。 
 
６０周年行事にも参加
いただいた１２団ボー
イ隊長のケビン氏から
いただきました。 

【抄抄抄抄    訳訳訳訳】 
５０年前の１９６１年に目黒１団の団報が創刊されました。始めるとは挑戦、１年続けることは達成、５０年続けることは
驚きです。スカウト運動１００年の歴史の半分の期間発行し続けたのはすごいことです。リッチモンド１２団からお祝いを
申し上げます。「おめでとう！！」 
（詳細はぜひ自分で訳してみましょう！ なお、らしんばんの発行は実際は５２年前の１９５９年でした） 

田邊副団委員長は、カブスカウトから当団に所属し、スカウトからリ
ーダー、そして団委員長や地区委員長などを歴任されました。 
現在の目黒１団では一番長～くいるメンバーです。 



らしんばんらしんばんらしんばんらしんばん    ６００６００６００６００号までの道のり号までの道のり号までの道のり号までの道のり    

    
 らしんばんは当号で「６００」を達成しました。皆様から頂いたお祝いのメッセージにもあるとおり、６００とい
う数字は驚くべきものだと感じます。今回、６００号の編集を行うにあたり、この６００への道のりを調べてみまし
た。５年毎に発行される「あゆみ」に記載された団の記録などを参考にしました。 
 らしんばんが創刊されたのは５２年前、１９５９年の２月号からです。そして、１９６７年８月で１００号となり、
１９７７年８月・２００号、１９８５年１２月・３００号、１９９４年６月・４００号、２００２年１０月・５００
号と歩み続けてきました。途中では何度か発行が危なくなる時期もあったようです。 
 創刊当時は今回ご挨拶を頂いた大野さんが編集にあたられ、ガリ版刷り（わかるかな？）でした。当時のらしんば
んの巻頭には１団創設者の小城先生が毎回素晴らしいか巻頭言を書いておられたようです。小城先生が亡くなられた
後、それらは大野さんによってまとめられ、１９８３年に「小城語録」として発行されています。 
 ４００号の作成にはなんと私も関与しておりました。当時はようやく普及したワープロを使って文字を打ち、これ
を切り貼りして紙面を作成していました。作成は各隊の回り持ちでたまたま４００号が回ってきたのです。 
 ４４５号からはそれまでのＢ５サイズからＡ４サイズにかわり、パソコンで作成できるようになったため写真のが
たくさん使われるようになりました。  

改めて振り返ってみると、記録がバラバラで探すのが大変！そろそろ我が団もこれまでの様々な記録をきちんとま
とめておかないとならない時期になってきたのではと思いました。最近はデジタル化も簡単にできるし・・・ 

                      （（（（らしんばんらしんばんらしんばんらしんばん編集担当団委員編集担当団委員編集担当団委員編集担当団委員    井澤）井澤）井澤）井澤）    

        

  創刊号 1959/2           ４００号 1994/6       ４４５号 1998/2      ５００号 2002/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ボーイスカウト目黒１団機関紙・らしんばんらしんばんらしんばんらしんばん   編集・作成：団委員会広報担当    No.600 （SINCE1959） 

    
オーバーナイトハイク報告オーバーナイトハイク報告オーバーナイトハイク報告オーバーナイトハイク報告    ★★★★    
    

今年度のボーイ隊オーバーナイトハイクは、
横浜は山下公園から祐天寺までの約 31ｋｍを
歩くというコースでした。昨年のコースよりも
長く、また前日の夜に風が吹き荒れていたとい
うこともあり参加者の体力面に不安がありま
した。途中、小松君が花粉症で歩けなくなって
しまったり、到着予定時間を少しオーバーして
しまうなどのハプニングもありましたが、結果
的にはほぼ全員が元気な状態で祐天寺まで戻
ってくることができました。30ｋｍ以上を歩
くことができた今年の１年目スカウトの体力
には、これからも大きく期待が持てそうです。 

 
          （報告：佐藤ＢＳ隊長報告：佐藤ＢＳ隊長報告：佐藤ＢＳ隊長報告：佐藤ＢＳ隊長） 

 
 


