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この冊子は、ボーイスカウト日本連盟の機関誌
｢スカウト」に連載された「班長のてびき」を．
ピー集録したものです。

君の班長（次長）としての活動に役立てば幸い
と思います。活用して下さい。
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～この「班長のてぴき」は，ボーイスカウト゜ア

そして，１月のある日，とは言っても:昔のこと

メリカ連盟が，世界友愛のために1950年に発行し

ではあるが，彼は，スカウトの一員となった。と

たｊ四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもと

いうのは，前の年のクリスマスに〆彼へのプレゼ

に1963年にとくに出版された日本語版にもとづい

ントの中に「スカウトの手引」が１冊入っていに

ています。いま活躍中の班長藷君の力強いよりど

からである。￣

ころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの,よ

徐々にではあったが，彼は，スカウトの生き方

りよい資料ともなるように，日本連盟がまとめて

やスカウトの行事，そしてスカウティングの理想

これからしばらく連載します。ご期待ください。

実現に没頭するようになった。

幸いなことに，彼のスカウト隊長は非常に頭の
班長諸雪に寄せることば

切れる人で，自分の隊員の－人びとbがｂ何を考

かつて，少年らしさがあまり見られない，少年．

え，何を感じ，どんなことができるかを読みとっ

がいた。体も強いほうではなく，他の少年たちの

て，一人びとbに伸びる機会を与えるように努め

遊びにも，あまり気をひかれなかった。事実Ｌ彼

た。そしてある曰,その少年も，いつの間にか班

には，ほかの少年たちのことなどはどうでもよか

長になっていたのである。

￣●

￣

ったのである。彼は，ひたすら自分の心の中で，

その時をきっかけに，彼は，スカウトとして，

ある夢の世界を追い続けていたのだ。

新しい人生のかどでについたの鱗だ。
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彼は，自分の責任を果たすことによって，物に
動じない性格の持主となった。また”班員ととも

に野外ですごすことによって，体もたくましくな
った。班員の，少年らしい純粋な姿にふれて，彼

もまた少年らしい少年に変わっていった。

しばらくの間，彼は班長として奉仕し続けた。

＝忘
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そして徐々にではあったが，いろいろな分野の活

動を身につけていった彼は,やがて,すばらしい;印
忠誠心と団結心，そして共同精神で固められた彼

HZO2

の班の，機敏で活動的な班員たちを統率するだけ

の貫録らしいものを，そなえるようになった。

麺■Ⅶ

そして，斑長としての仕事を重ねる臆したがっ…
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て，そのうち機会があれば，自分の貴重な体験老…ノ
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ウト，班長，そしてスカウト隊長として奉仕して
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他の班長たちにも分け与えて，指導者としてiの彼)/:Ｌ ：きた人である。薯者は，この本に，いわゆる実践
らの努力が実を結ぶようにしてやりたい，と思う、）

的な学習法をとり入れ，斑の組織，手順，そして

ようになった。

指導者の任務がどういう仕組みになっているか

今､，君たちの手もとにあるこの本こそ？その少

を，だれでもわかるように簡単な表現で説明して

年たちの夢を案現さ堂てくれるものである。君が

いろ｡著者が，この本ですすめている実践課題

この話に出てきた少年と同じように，班の務めを

は，すべてテストずみのものであり…だれにでも

うまくや!)遂げる幸運に恵まれるように祈ってい

実行でき，しかも，やりが↓､のあることが立証さ

る。ウイリアム゜ヒルコート

れている…－
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この班長のてぴきの初版が出たのは1929年で，

:はじめに

各国の班長の間に熱狂的な反響を呼んだ。こんど

ボーイスカウト・アメリカ連盟はＺ全世界の人

出されたとの四海同胞版は，同じ著者によって全

びとを結ぶ友愛Ｑきず葱として，この班長のてぴ

面的に書き改められて，1950年に改訂初版が出さ
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きを出処{鯉②?Ｗ11麹織に贈っ崎
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この本の著者裏イリアム９ヒルコートは眺:スカ

、

れた。多くの国で翻訳出版され，世界各地におけ

る友愛諏寅ﾄ活動をひろめるうえで一役を果七
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なり,君を鼓舞すぎ``､蓬な鐘;鋳づ=
ている。そして，この本蓬読めば，君が
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班長として,君の務めに(､っそう強(､責
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任感を持つとともに，その任務にと&な
う喜びを，いっそう強く感ずるようにな

i誌ijF繍麗

るものと，心から信じている６－－

めまぐるしく変転する社会の現状ほず
すぐれた指導者の輩出を強く待ちのぞん

でい&・斑長である君は，前途に待って
いる数々の佳事を;等のうちから宮羊的Ｉ

i鰯雲
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みなでよい班を作ろう

いる数々の仕事を，今のうちから自主的に訓練しれてはならない。－Ｗr÷薊
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てやれるようIとなる'ひとつの機会にめぐまれて

班長としての最大のスリイ噸,普通聯の少年

いることになるのだ。

の集まクを，一つのれっきとした「鼬に仕立て

との本がb君の長噸動の旅で,君の楽しい友Ⅲこと，５～6入か7人の少年を手助けして,よ
､ｉＡ.〆:=:､
となり，君め進むところは，どこにも幸せが待ついスカウト(こする;ことだろう。
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ているよう}と:祈る／
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どのよう逝T班になるにしても，班作りでは君の

I班長くﾊﾟﾄﾛｰｰﾙ.ﾘｰﾀﾞｰ>と,＜」班員一人び(とｉ５が）"何らかの役割を果たすわけで
》〆あL受ilWv｢莞Ｗ；も雛１１迺雛の責任は,言
その務めｏ－ｍｗｊＴ
にあ'蕊:墓二i舂巍鶴蕊(鵜と親切心そして
増ば鱗Iご鞠れたのだ｡おめでとう’罫へ模範的鰍篭&]が,〈何よ州もの覆うのだ。
=冒険や）磯や,ｹﾞｰﾑ,そして世の中でいぢ十r1ij4ijJU征し↓､指導者のもと魂ｌＩｌｉ蓬んなに小さな班で
ぼんすぱらしいものの=うである友愛などを,満ri了Y砂いまとんど例外なく,蝿(恥ずかしくない
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喫で崩すばら蹴鞠輪や君の仲間を侍う〕■樋織,輌善石脇…8J■Jだから君が班長と
．_･虹ｉ￣

ー．.~ﾙﾀﾀﾞ;､},ﾄﾞら｝,鷺_二も息’

ず6-５４0.、パ

ている。よい班とはｊ何事が窟とぢうと，肩を並しての本分を正しくは鐘して，出発の方向をあや
.,ﾛ巳pb1可.｡□｣｡｡▽!.？-.句

ぺていっしょに協力してやっていぞ;'よい友だちまちないようにできるかどう力?は，君の努力いか

同志のグループなのだ。んI亘かかっているのだ。
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．－人のためのみんな，みんなのための一人．Ⅶ，

これがスカウトの班の精神瞳Ｊ君のパトロール列車>ドア‘
班長くパトロール。リーダー＞としての務めは

班くパトロール＞がほんとに列車に似ていると

できるだけ楽しむとよい｡しかし，班長であるこ思ったことがあるだろうか？

とには，単なる楽しみ以上のものがあることを志機関車が動いている間は，列車も皆動くが，磯
－３－

関車が止まると列車は止まり，もし機関車カルー

ルを外れろと列車も脱線し，転覆してめちゃめち

Ｉ翼K麦iii毒

ゃになることもあろう。
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君は，君のパトロール列車の機関車だ。
君がまつ先に進めば班員たちも進む。君のスピ

ードが落ちると，班員たちのスピードも落ちる。

ネルギーを起こしてそれに向かって進む必要があ

君が君自身を脱線させたりすると，班はめちゃめ

る。

ちゃになりかねない。

列車が班に似ているもう一つの点がある。目的

君自身の目標を立てよう

地なしに走っている列車というものは，およそ意

君の目標は，自分の班をできるだけすぐれたも

味がないし，そんなことはあり得ない。このこと

の，隊で最優秀のものにすることでなければなら

は班の場合にも当てはまる。成果をあけるには，

ない。なぜだろう？よい斑を作り上げることに

はっきりした目標と，それに到達する方針を持っ

よって，班員がそれぞれ健全なスカウトになるの

て積極的にいろいろなこと巷やらなければならな

を手助けすることになるし，君自身もまた健全な

い。君自身と，班員たちのために目標を立て，エ

スカウトになるからだ。

班をできるだけよいものにするという

考えを，君の心にしっかり植えつけて，｜
君の言うこと，なすことのすべてに，君

の考えを反映するようにする。そうすれ
ば君は，斑員たちもまた全く同じ気持ち｜

になるということに，まず気がづく。班
に対する君の信念と熱意は，他人にひろ’
がっていくものである。集会やハイキン｜
グ，いろいろな計画，善行，それから班
員たちの興味一何かをやることや，何

か成果をあげること，あるいはひとかど

の人間になることなどに対する興味一一
を燃やし続ける手段などの，おぜん立て
をするのだ。
もちろんこのことは，君が「ボス」に

なって一から十まで自分で計画して，君
の周囲の者に命令を下すべきだというこ
とではない。それどころか;君の班は．小

－４－

裏爾
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班長のてび毒
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さいながらも，一つの民主的グループであり，班

員ならだれでも班の計画に参加し，指導を実践へ
．r,併

し，また自発的行動を身(厚つけるチャンスを与えＷｊ/)い’
られているのだ。

君は指導者，つまり進むべき道を指し示す者に

、、

‘‘ｊ、：．｡;．

なるのだが，しかし皆と力を合わせてやるｆご遙が

（｜にはまず君が友人になることだ」

肝ＩＤだ。これが，班が行うあらゆることがらにつ

班員たちを理解するには，班や隊の集会で彼ら

いて，－人ひとりに熱意を持たせてその役割を果

と顔を合わせるだけでは足りない。彼らについて

たさせる方法である。舅

それ以上のことを知らなければならないのだ。彼
らは何に関心を持っているのだろうか？趣味は？

君の班員たちを理解しよう‐

希望は？学校の成績はどうだろうか？班長として

自労の垂の少年たちを理解するということは，

君が彼らの家を訪ねれば，喜んで迎えられるはず

君の務めを果たすうえで重要なことだ。彼らを理

だ。両親を知り，また両親に君老知る機会を与え

解すればするほど，それだけいっそうよく彼らを

ることだ。そうすれば，ハイキングやキャンピン

手助けすることができる。君をリーダーとして選

グに連れて行きたい時に，よりたやすく両親の援

んだ事実は〆彼らが君を信頼している証拠であ

助ぞ得ることができるようになる。進んで箇力を

る。この観点から出発すれば，友人として彼らの

買って出る父親さえいるかも知れないのだ｡■
そのためには，どんな場合でもじっくり時間ぞ

かけ，ねばり強くやっていかなければならない。
しかし，決してむだになることはない。しかもこ

蟻i菫ごi鰯ら,`蝋

のことは，班長としての君の務めの一部でもある

のだ。リーダーとなる者は周囲の者を理解して初

信頼巷かち得ることは，それほどむずかしいこと

ではないはずである。この信頼は，一時にでき上
がるものではない｡君自身，経験ですでに知って

いることだが，君がある人を信頼するところまで

きていないうちに，その人が強引に君を信頼させ
ようとすれば）君は貝のように心のとびらを閉じ

てしまい，長い時間かからなければ，２度とその
人を寄せつけはしないだろう。だから，あせるこ

となく，君の班の各スカウトに対して，真の友人
になるように努力することだ。そうすれば，皆も

君のほんとうの友人になるだろう。「友人老持つ
－５－

めて真のリーダーとなれるのである。
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〕rotherhood）版をも

年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君

の力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資
料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

彼の気力は周囲の者に伝わっていき，彼の熱意

Ｉ班長とその務め（つづき）

は全くすぱらい､&のだった。とにかく，彼はそ
の熱意を自分の斑の全員に伝え，皆いっしょに働

君の示す手本力fものを言う

上よいた。彼が「さあ，やろう」というときは，みん
斑を熱》て!;ＷＰに，指導力と理解力はもとよ
二もな彼に続いた。歌をはじめろと全員がうたった。
り重要滝斌，君の示す手本は，おそらく何物にも
､。．、ｒＪ．=．‐１．℃．

Lだ班の集会やハイキングを計画すると，全員が参加
まして重要だろう。君が見てきた，最もすぐ゛れた

班長は，別に見ばえのするような少年ではなかっ
'〕っした。彼が隊長に向かって「ぼくたちがそれ巷や

､ろります」と言い切ると，ほんとうに彼を失望させ
たｊ彼は乱髪をぱちりとたらした，そこらにいる

少年と何ら変わるところはなかったが，いつもす
》すろような斑員は１人も:出なかった。
てきなほほおみをたたえていた。

かつて，ある人が彼の班のスカウトの１人に，

ｂじずかしい質問をしたとと

731Pﾌﾄ諮勤の篝ふく圭一ザーニ鉤2＋「…_セ
があった。それは｢君たち
は，どうしてそんなによく

薑織iil雲涜；

彼に従っているのかね？」
￣･の

とし、う質問だった。そのス

生ぬるい努力では落ちる実は

1ｉｌｌｉ曇i:I1i薑iii

全力をあげれば，このとおり

せんが，たぶん彼はぼく自

ちょっぴりだが……

奇跡をうむ

身がそうなりたいと思うよ

－Ｃ－

カウトはしばらく考えてい
たが，ゆっくりと言った。

「さあ，よくはわかりま

●９ＣＤ
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うな男ナピからでしまう」と。ここに問題のかぎが

力的にやってい（)ぱ，彼ちもまた協力して元気い

ある。いやしくも君がリーダーと名のつく者なら

つぱいに君に徒苔ものである６スカウト精神に当

ば（もちろん君がリーダーでなければ，班長にも

なっていないはずである），君の指導しだいで，

ては豊名ことば灘;準ｽｶﾞｳﾄ雛iとも当そは菫

葛6君艫実に菊;箪喜もそ富士の級に進めぽ，

斑員たちの生活に大きな影響を与え:ろこり凸だろ

君の班員たらいへらしi蹴誉ずうLて行くとと

う。君が彼らのリーダーである間ばかりでなく，

になるのだ｡一一～へ

その後も長くその影響は残るはずである。彼らは

反対に君がi級誠ヴトになるととすぢ気庭か
．｡Ｈ､一･｡、

君を尊敬し，君を重要な存在と考え§〈意識的にし

けないなら,罐■`君の班はおそらく現状に満足して，

るあるいは無意識的にしる嵩のようになろうと努

なんら進歩Iまないだろう｡てれが,貴がいうでも

めるのだ。、～．

班員たちより一歩先んじていなければならない理

,、由である。－…■｣ｉ
～．．.:、

h:正し回い種類のスカウトになる

リー雛とにとって「やれ」ということばより〆

司班員たち力塘のやることに鞍らい’君のように

「さあやろう」ということばのほう!が言いやす

■0.｡－①↓qdql

なろうど努力するということを知ると，大きな責

い｡しかし謝鐡贄たちの進むべき道を示じて）

任が君にかかっていることに気づくことだろう。

先頭に立たなければ「さあ，やろう」ということ

だからこそ君が正しい種類のリーダーになること

ばもあまり意味を持たなくな=てしまう6:｡…
●￣￣

蔦'

＜班長:として＞〆＝：

Ｉ。

司り●･ﾛＣｅPC｡

,私はスカウ:ﾄﾞ精神にのつと
●-△｡。｡,P■凸･60◆_･(◆

b，スカウト技能を発揮し，
。+L･ばん

率先垂範して班を導きﾖ［す６

'１

私は私のスカウトたちとと
．．,8.､：ろ‐...｡!.

&に，斑の活動＝蘂会ノハイ
：．、

｢さあやろう」は、「やれ」、よりもずっとよＭ吉果をもたらす
■●_

が大切なのである。－

ギンクヴ善行Ｊ特別行事--を
￣..､Ｐｒｉ．

青}画しその実践に私の全力茎

注ぎます。

そして,正山鰯｡ｕ=葱覆蹴る最も確実
な方法は，正じい種類のスカウトになることだ。

h私は私の留守に班を指揮するように次長を訓？
棟し,=他の各スカウトにもｊ班瀦蓮する機会？

、ヘハハざ

謬雲蓋ごU:■:露｣欝雰:鰯

を与えるようにします。～

善行老君の真のつとめにしていることを彼らに示

しての必要条件を教示し，かつそれについての．，

ぱ鵬たち曇そ騨琴１１喜瀞鑓□君ｶﾒ日日の

せぱ,彼らも熱風聯難く鍬るふのだ｡パ
トロールリーダーとしての仕事を，君が元気に精

－７－

・０～７２５．．.？:《‐

私は私の班員よりも，絶えず先Iと進級するよ“
．『。．「・ざ･-･８､0-･

うにし‘私の垂のスカウトナこちIと,ダヌカウトと}
テストを行って，彼らの進級を手助けします６T

私はスカウトのあらゆる活動にスカウトの術iｌ

1N蛾ｉ 王旺彊監のてび琴
ＰｈＬ二J註０

l鰯Hili蝋$X鰯醗蕊i露露i蕊蕊露露蕊蕊蕊菫『

服を着用して手本を示し，私の班のスカウトた

ずである。それはスカウティングに入って以来，

ちにも，そうするようにすすめます。

最も楽しい時期となるかも知れないのだ。

私は班の所定の事務一出欠調べ，班費徴収，

その他について責任を負います。しかし，記録

結論

はだれか別の班員にとらせます。

要は①よいリーダーになること

私は皆をほんとうに助けることができるよう

②真の友人になること

に，私の班のスカウトひとりひとりの友人とな

るように努め，またその家庭と両親，学校，そ

の他を知るようにとくに努力します。

③先頭に立って進むこと
この３点を心にとめて最善をつくし，そして正
正堂々と胸を張って前進することだ。

君の仕事の大きさに驚いてはいけない。それは
＜隊におけるリーダーとして＞

大きい仕事ではあるが，君がまともな勇気をもっ

、私は班長のためのあらゆる集会には必ず出席

て取り組み，君の隊長やその他の指導者たちがさ

して，私の務めを行うための訓練を受け，隊の

しのべてくれる援助の手を利用しながら，一歩一

プログラム立案における私の役割を果たしま

歩身につけていばば，bつばにやっていけるので

す。

ある。時によっては失望することもあiるかもしれ

私は班長会議において，私の班を代表し，,会

ないが，同時に大きな満足も味わうはずfである。
「幸福な市民はよい市民である」とだれかが言

議に対して私の班の希望を伝え，また決定事項
茜班に持ち帰ります。

私は私の班員を，隊のあらゆる活動に，喜ん

で時間どおりに規律よく夢扣させるように促し
ます。
￣●

った。同穣に幸福なスカウドほよいスカウトであ
ｂ，幸福な班はよい班である。

Lごｉ・｝

．～)；

君のおもな仕事は，班の生活の中で，班買fこち．
が幸福感－その幸福患は，いっしょに働き，いっ

しょに物事をやり，よい友人として助け合うこと

援助の手をさしのべる

からくるものであるが－を味わうのを手助けする

君の班の少年を，ほんとうのスカウトに育て上

ことだ，ということをいつもおぼえていれば，君

げる努力は．君ひとりでするのではない.'君の

の仕事はたやすくなる。班員たちの熱と興味を燃

仕事を君がうまくやってもらいたいと,患っている

やし続け，彼らを幸福にすることができるなら

人が，たくさんいるのだ。君の隊長は，君に助言

塾II1nlMllH1III1illIllmIlIW1lWWlIH1IWlllIImllIll11111111墜

し，君を訓練し，そして実際的な援助の手をさし

のべてくれるし，また他の指導者たちも，心から

鬘HE1霊、薑

いつでも君を手助けしようと思っているのだ。

鬘園■、薑

さらに君の班の少年たちの父親や薄親たちも，

君がその機会を設けてあげさえすれ感，いつでも
援助の手をさしのべてくれる。

llliIlllllllIlIIlⅢIlIiI1nIIIlllllIlHIIllUlIIllI111IIilllllI屋

班長として君は，まことに楽しい日々を送る(よ

-８－

ば，彼らをスカウトの、ちかい．や、おきて．の

理想に忠実な，真のスカウトに育て上げるのに，

．共に、ということばは，ある偉大なもの，す

なわち班の精神に通ずろ「合言葉」なのだ。

君の最善を尽くしていることになるのだ。
班の精神とは

Ⅱ班の精神

班の精神は，ことばで定義できるようなもので

さてここにスカウトの一群がいる。彼らは君が

はない。それは人格，性格，または指導力とか言
．！、

先に立ってスカウト活動を楽しみ，スリルを味わ

っﾅご&のと同じもので，Ｄかにふれないかぎり，

い，そしてスカウト活動を通して，皆がむつみ合

認識できないものである。それがどういう時に発

うようなふんいきに自分たちを引きずり込んでく

揮されるかはわかっていても，そのほんとうの姿

れるのを，君に期待しているのだ。

となると説明できない。それ

彼らの体の大きさや，知能や気質は

で，別の見かたをとってみよ

それぞれ異なっている。どの２人をと

う。つまり，キャンプの備品

ってみても同じ少年ではないが，お互

いに共通点が一つある。それは，彼ら
はスカウトであるということだ。つま

り，だれかほかの者にスカウトになら
なければならない，と言われてスカウ
トになったのではなく，自分が選んだ

道としてスカウトになっているのだ。

iiL1111lii窯蕊II1ll

劉鍵|灘

作りであれ，トーテムポール

を彫刻することであれ，また

しズカウ臆技能競技や廃品回収
：`｡．」．:．.`・

運動であれ込班がやることの

すべてに熱と活力を吹き込む
のが班精神である｡

班集会に楽しみと友情をも

ここで，将来，班が君たち皆にとっ

たらし，班のキヤンプファイ

て，何を意味するようになるかを，少

アに真の意義を感じさせる8

しばかｂ考えてみよう。１年２年ある

のそれが班精神である。地区

いはそれ以上の期間にわたって，君の

大会で，火起こしコンテスト

生活は同じ軌道に沿って進むことにな

が始まる直前に，班代表のス

る。スカウト活動に対して同じ興味を

カウトが「どうしても勝たな

待ち，班のために同じ夢と希望を持つ

ければならない。みんなを失

のだ。

望させることはとてもできな

？＿

君たちは共に大きな事がらを実行

い｣.と，思わずひとりごとを

し，共に多くの冒険を味わい，スカウ

いわせるのが，班精神であ

トの班に起こる失望，勝利，満足など

る。

すべてを共に分も合うことになるの

.さらに，１人のスカウトか

だ。この､共に、ということばに注意

らもう１人のスカウトに対し

してみよう。それは真の班の生活を送

て「残念だけど，君といっし

,．'Ｊ

ろのに，最も大切なものである。

ょに今夜映画を見に行くこと
－９－

曇蝋 班長のてぴき 臓藍,ﾊ…､～…
へ′:`黙r螂藍騨蝿iii謝瀦-ﾂﾞ他郷：

Zご』が

」￣

lまできないよ。今夜は班集会なんだ」と言わせる

班精神はどうして養われるか

のが，班精神である。

君のスカウトたちのグループを，ほんとうの班

貧しいある班員が，キャンプの費用を工面して

に作り上げる手段として，真の斑精神を築き上げ

皆といっしょにキャンプに行けるようにするのに

るために，君はできることは何でもしたいと思う

は，どうすればよいかについて，額を集めて知恵

ことだろう。

をしぼっている時，そこに働いているのが班精神

班精神がキノコのように１夜でできるものと思

である。

ってはならない。１夜でできるものではないし，

班長が，隊の善行行事の志望者を募った隊長に

また命令でできるものでもない。しかしそれは１

対して，「ぼくたちの班がやります／」というと

本の木を育て上げるのと同じ方法で培うことがで

き，それは，試練に耐える準備のできた班精神の

きる。その方法とは，豊かな土壌を与え，骨身を

表われである。

!惜しまず世話をし，太陽と空気を十分に注ぎ，木

自分自身の楽しみを，班全体のために犠牲にす

を窒息させようどする雑草を抜き取ったりするこ
とである。

～たくさんの小さなことや大きな
ことが，いっしょになって班精神
を作り上げている。
たとえば，君たちが共有してい
るもの－隊の中で他の班から君の
班を区別するものがある。すなわ

ち，班の名称，旗，記号，コー
i了．!..】

ル，歌，イヱールなどがそれだ。
～次に共につくるものがある。そ

班精神は君たちのキャンプファイアを囲むとき，最も高揚兼八ｋ．＿Ｌいい…

“…戸－利:Ｈ－，れはj展示会などでの班のコーナ
ノ,P-`,）:1.2｣.…
形.～.~･妬阜;埒ダノーー

．．！￣

ろことが価値あることであると思わせるもの，::司個年少窟；班記録，ギヤンプ用冥:などである。
．/j池;:.､へ…《,「`・

人的な口論を押さえるもの，各人が正しいことを覧←そして;何よ城重大なことだが;共にやるこ
゛＞：

ｱ＿《,

ベ,ﾉﾁﾞ

やろうとする気持ちを，たやすく引き出して<砿（ｉｊ１と力碧蝿ろ｡つまり)鱸会ｊ班ﾊﾞｲｸやｷ●
ＦｉＢ

：糠・

ろもの，雨が降るiiが曰が照ろうが，結束し菰｡錘ン;蝿グであり，さらに隊の活動に，班として参．
…､…／“ずい
１．ｂｉｔ九．．．

;ddod､

つことの美しさを少年のひとりぴとりに感酵さ轤ﾒｲ■加することなどである。この章では,君たちが共
るもの，それが班精神である。

ｉ有するものを取り扱うこととしｉその他のものは

班精神が注入されろと，班は強くなり；ちよっほかの章でふれることにしよう。
とやそっとではくずれなくなる。これなしには〆博簿；
班は単なる少年たちの寄り合いに過ぎず，いつな
んどきバラバラにならないともかぎらない。

－１０－
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この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

-_:､趣

に1950年に発行した,）<四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとにｊｌ９６３
－Ｌ、

じ

年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君

.α1

－，…ｊ>、

の力強いよりどころrどなるよう,/そして次長や班員の皆さんの，よりよい資
料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

はおそらく簡単に、よさそうな.または、ひびき

Ⅱ班の精神（つづき）

のよい．名前を選びたがる。ぱい

班の名称、

「フライングイーグル(空飛ぶわし)／うん，

今かりに，新しい班長のもとに新しい班が，ち

それだ。それがいい」といったぐしあいである。こ

ょうど作られたものと考えてみよう。普通，次に

こでちょっと考えてみよう。このように無造作に

何をやるだろうか。最初の集会で,~班員たちはポ

選んだ名前が，班にとって意義のあるものだろう

ーイヱカウＭ３ケットプックを出して，自分たち

か？

ワ，．‘ｉエ

の班の名前をつけるために，班名のリストをのぞ
くことだろう。どんなものを運ぶだろうか。普通

１．

君嚥問は正しい。そう，あまり意義はないの

だ。皆がもっと道理にかなった方法關で，名前を選
ぶようにすべきである｡,班名は

嚢蓮);l露

塗111W篝ii1fiiA

重要なものだ。念には念を入れ
て決めなければならない。だか

ら新しい班を発足1させるなら,:ｊ

班のスカウト〒人びとｈにとっ
て，ほんとうに意義のある名前
をまちがいなく選ぷように，た

齢､】pH三景&『､私PKI

鶴(<lil鬘ｌＩｉｉｉｌｉｉ

っぷり時間をかけ，熟慮に熟慮
老重ねるべきで透る｡:（
／もしまだ，すで胆名の売れた
古い班老君が引き継ぐときにば

君の班を，その名にふさわしいよい班にす毒ように努力しよう
－１１－

その班名に恥じないように努力
しなければならない。

躯曹蕊霧雷雲R蚕M蕊職ｒＨ驚態菫繊灘!i霊iHiJ識ii識((蝋i鰹iiliiiH薊班長のてびき隠篭
､●,Ｐ

試みに，君の班貫たちはみんな，水泳が大好き
で，水中でも平気の平左というカッパぞろいだと

それこそがさがし求めていた名前なのだ｡
ある班の例を一つ。

しよう。この場合君の班にふさわしい名前は何だ
ろうか。もちろん「かわうそ」か「オットセイ」

く゛ねていた。なかなかよい名前がみつからなかっ

班員たちは，約１か月もの間よい名前を選びあ

か，それに斑たものだろう。同じように，「パン

た。ある日〆彼らは班の最初のハイキングに出か

サー（ひょう）班」なら，班員はみんな忍び寄り゛
の達人ばかりということになるだろうし，「ビー

けた。森の中を進んで行くと，地面の上に動物の

新しい足跡がたくさんついている所へ来た８章の

バー珈なら，開拓の名人ぞろいということにな

葉はひっくり返されており，それについている血

るだろうし，「パッファロー班」なら．村から村
へと果てしなく流浪の旅を続ける者たちの集まり

こんは，２ひきの動物がそこで格闘したことを物

語っていた。そこで皆は，動物の追跡を始めた。

ということになるだろう。

足跡を調べ,･地面に落ちている動物の毛から，格

今また君が，前からある「かわうそ班」か「ピ

闘した動物はきつねといたちであると判断した。

ーパー班」の新しい班長になったとしよう。この

きつねが血だらけの獲物を引きずって行った跡を

場合は，すでに築き上げられているこれらの班の
伝統にそむかないように，努力しなければならな

発見した。スカウトたちは，足音をしのばせて跡

い◎

班名の選び方

「あせるな」これがそのものズバリの班名を選
ぶ場合のてきめんにきく助言である。決める前に
じっくり時間をかけることだ。そうすれば名前は
必ず浮かんでくる。こうして浮かんできた名前，

をつけ始めた。突然すぐ近くから，きつねの鋭い
うなり声が聞こえた｡さらに用心して進むuと，つ
いにきつねのすみかを発見し，すぐそばまで近寄
って，親ぎつねが見張っている中を，子ぎつねた
ちが，獲物を食べているところを見ることができ
た。このできごとから，その班は班名を「ほえろ

きつね班」とつけたのである。

『､～

この名前を聞くたびに，班員一人ひとりがプ初
－１２－

、１９「
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議

1K蝋｜ 班長のてぴ毒

が，その名にちなんでつけられるという利点があ

||鑿鬘i鑿薑睾鍵；

る。

こうして名前をつける前に，次のような角度か
ら考える必要がある。

君の住んでいる地方を代表するような動物や鳥
は何か？

君の班の中でやりたいもの，またはその中でほ
自然を観察しなさい。野生の動

しいものをいちばんよく表わす動物や鳥は何か？

物から名前を拾うことができる

アメリカのスカウトのある班は「ムースパトロ

■

ール」と名付けていろ。というのは，原野でムー
めて忍び寄りを首尾よくやってのけたことを思い

ス（大じか）を追跡したとき，ムースが，彼らの

出すであろうことは，君にも十分想像できるはず

班が目標としていろ，りっぱな体格と体力を持っ

だ。い

たたくましい動物だったことが，強く彼らに印象

もう一つの班の場合，その名前の由来は実にお
もしろい。班員たちは皆，開拓作業（パイオニア
リング）に興味を持っていた。そこで初めのとろ

づけられたからだ。山岳地帯に住んでいるスカウ

トの班にとっては「はねるかもしか班」という名
前がぴったりするだろう。

のハイキングで，狭い川に橋をかけた。その橋は

名前を選んだら，それに何かしら独特な響きを

なかなかbつばに見えた。しかし班長は，通過の

持たせるようにすることだ。まだ単に「イーグル

テストをすることを主張した。

班」とか「おおかみ班」とかいうかわりに「空か

班員全部が橋蓬渡りはじめた。ところが橋が持

ける大わし」とか「さまようおおかみ」というふ

ちこたえたのは5秒そこそこル見る間にポキリと

うにするのである。

折れて．７人のスカウトもろとも川に〆
落刊L`てしまった。幸いなことに川は

浅く,スカウトたちはひざまで水につ
かっただけだった。

しかし，このできごとから，思いが

けない拾い物として「ずぶぬれのパイ

オニア」という班名をちょうだいした
のである。外部のものにとってはこの

名前はつまらないかもしれないが，そ
の班員にとっては大いに意味があるの
だ。

動物と鳥の名前

ボーイスカウトの班には，動物や`鳥
の名前をつけている班が多い。このよ

うな名前には，何かしら戸外のにおい
がする。さらにそれは，独得ななき声

日米友情キャンプのひとこま（5０．５山中野営場）
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自然からとったその他の名前
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動物や鳥のＩまかに，自然からとった名前はまだ
たくさんある。その中から好きな名前を選び出す
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(二とができろ。
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は虫類の名をとった班もある。
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樹木の名をつけたものiB多い｡

星座や星の名にも，きっと興味があると思う。

は班の特別鱗)し三J:童i□て蔵(ろのである。
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班員たちは，制服の右そで，肩の縫目から豆t、

下の位置に職!i章iij腿の縁がくるまうにきぢ人と
縫いつけて，そCD所属班慈表わす８，～可

歴史や伝説からの名前

郷土や国の歴史や,伝説からもまた，よい班名を
拾うことができる。アメリカでは「パイオニア」

班別章は，遥常ば黒色の直径５cmの布製で，そ
の上に班の象徴である動物などのシルエットが赤

とかルンジャー」あるいは「バイキング」など

色でじい｡うしてある。全国各地にある需品部に

の名}前の班も多い。

は，いろいろの種類のデザインの脇Ⅱ章が用意し

また，歴史上の個人名をつけたり，部族の名を

い●●P●●?!。p

てある。また，特別なものも注文して作ることが～

できる。こい尚;曰二

用いてもよい力即もしれない。

もし君が，非常に特別な班名と象徴を選んだと
きは，何もししゅうしてない班別章のベースだけ

班別章;トルＬ
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班の､名前が決まっ製たち,千次は班のマークを決め
なければならない。そしてそれを班旗やユニフォ
．．．.；．

－ムにつける班別章にしたｂ几班ルームをかざっ

たり，班の備品にしるしとしてつはたり，あるい

を購入して，自分たちの手で班瓢章替作ることもう
よいと思う。.。パユメーご`ゲハ）べきj《
これ巷するには，ステンシル(型板)r巷切る必､Ⅲ
要がある。まず班を表わす動物,"『植掴ii7蚤どの絵老
手に入れろ。それは簡単な影絵⑪鏡かぐ図で,THI
別率の黒い縁の内側におさまる大きざでなけ紅ばんｚ
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ならない。

ﾙ;シ髪のデザインを,薄いボール紙(厚紙）に移Ｕ

ｉ鑿溌;甑<切れるナイフでその輪か<を切り'ｊＭｏ－
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テンシルができ上がったわけだ。この型
とれ?で_ネテンシルができ上がったわけだ。この型

に用意した班別章のベースの上に置く。

の短(《固いブラシ（はけ）に，少量の赤
づけて，型板の切り抜き部分に，ブラシ

鶴（

動かして一様にペンキを塗る。そして塗

た班別章をよく乾かしたのち，制服のそ
い゛

つけろ。つける場所をまちがえないよう

い位匿は，右肩の縫目の５cm下であるっ
罪ｉＬ１．_.､。
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班旗

班そのものを示す域、それが班域だ。班がどこ
へ行くにしてもそれに従うこの旗なしには，ほん
－１４－
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とうのスカウトの班を想像する典ごとはでき
ない。

|屋ら

もし君が古い班を引き継いだのだっ産ら，

班旗はすでに用意されていることだろう。
それを用心して扱うようにする。班の多く

’

の伝統はその班旗に結びついている。もし

=■

気＃撫昌γそ

新しい班ができたのなら急いで旗を入手す
ることだ。

まず一つの方法として，需品部を通して
入手できるものから選んで購入することも

糊12255,音Ｘ鞠

できる。しかしいずれは，君自身の班旗を
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作りたくなるものだ。その時こそ君たちが
Ｃ

鰯鮨屋赤

こぞって，これだと思う旗を思いきって作

＝，’

れるわけである。
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デザインを選ぶためには，班で「美術コ

ンテスト」をやるのもよい。班員を何名ず
つかに区分し，各グループに概略のスケッ
チを描かせる。そのスケッチを皆に公開し，
投票でいちばんよいものを決める。そして
何でも自分の好きな生地で作ってもらうことであ

いということを忘れてはならない。日付と地名を，

る。丈夫で雨にも日にもあせない色の生地を使う

旗ざおに刻みつけるのは，班が訪れた場所を示す

とよい｡グリーンはよい。明るいガ岸キー色もま

だけでなく，旗自身が｢僕もいっしょだっﾅﾆよ'」

たよし抄、

といえるためであち６そしてb君自身が気付かな
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班旗を作ることは，.班全体の仕事であって，ひ

いうちに，班員たちは，本能的に彼らの象徴であ

とりでやることがらではない。ひとりの班員に最

る班旗がいっしょでないと，何かしら物たりなく

終のデザインをさせ，もうひとりに生地を入手さ

感じるようになる。

`｡･･・６．ふ

せ，それにデザインを移きせヮさらにもうひとり

に色を塗らせる。ひとりは旗ざおにする木を用意
させ，だれかほかの者がそれに彫刻し，さらに他

ｉｿﾞ.七

旗が班の伝統の象徴らしくなってくるIこつれて
その旗に対してできること力:いくつかある。
ご｝、

もしある班員が〆きわ立つ』だ働琶をしたら，そ
の班員の頭文字を旗に(記入してもよいjちがう色」

の者がさおの先につけるものを入手する。
旗が完成しても，班が行く所にはどこにでも班
旗がついて行かない限り，真の班の旗にはならな

のリボンをつけて，班が実行した重要なハイクや
キャンプP蓬表わすこともできる。１級ユカウトに
なったメンバーは，旗ざおに名前を彫り込む特権
一一…、

老持つ……など，できることは限！)なくある。た

だ一つの法則があるだけだ。それは,紅旗や旗ざお
に何巷記入しようと，それが班全体にとって肛何
かはっきりした一つの意義番示すものであるとい
ｉ

うことであｊ５。
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この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した，四海同胞(UniVefSalBrotherhood)版をもとに，１９６３
年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君

の力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よｂよい資
料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

Ｈ、班の精神〔つづき）

下の図に示した小さなスケッチは，たぶん参港
となると思う。君の班のサインもこの中にあるか

班の記号

もしれない。なかったら，少なくともこれらを参

班のサインである。これをいろいろなところに

考にして，君自身の班記号を作ることができるだ

使用することも，スカウトたちに班員としての名

ろう。

誉感を与え，班精神の高揚を助けることになる。

班記号は，班の備品全部に入れなさい。それか
‐

このサイヱは，２，．３の簡単な線で描いた，班の

ら班員たちの私物にもその記号を入れさせ，かれ

マークである。

らが班員などに出す手紙や，何かにサインすると
きにも，自分の名前の次にこの記
号を描かせるようにするとよい。
追跡記号にこのマークをつけてお

けば，他の班がつけたものと間違
えるような心配もなくなる。

班の呼び声一班呼一
スカウトの班は，どの班も独特

の呼び声を持っている。もし，君
の班がけものか鳥の名前をつけた

班員たちに，簡単な線で班の象徴を描く方法を教えなさい

－１６－

ら，君の班の呼び声“班呼,’は，

当然のことながら，そ○け６のか烏の鳴き声であ
る。

パ哩・．.:；
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多くの探検家もまたそれを用いろ。

班呼は，班長が班員を，呼び集めるために用い
る。その他に班員が自分がどこにいるかを，＄同じ

たとえば，もし君がふくろう班の班員なら，君
．；．’，

(よふぐろうの鳴き声を本物のようにする。普通の
人は，本物のふくろうが鳴いていろと思うだろう

が，班員たちは,その鳴き声を班呼であると認め
て，君のいどころを知ることができるのである。

だれかけものや鳥の鳴き声のまねのじょうずな
.。（

班員に，その鳴き声を班員全部に教えさせろ。く
まや野牛のうなり声，わしやたかのするどい鳴き
声プわにの尾が水をたたく音、きつつきの音，そ
のほか何でもよい。

少年が新じく班に参加したら，できるだけ早
く，この班呼を習わせろ。

難
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班の班員だけに知らせるのに用いる。

〃
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イアン!ま，普通このような種類の呼び声を持ち’ハ
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その動物や鳥の呼び声壱;選學s:必要がある。インデ
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もし，君が何かほかの種類ｾﾞﾉﾌ班名をつけたら，

Ｌ三二雲
どんな影響を与えたかを君は見ただろうか。母校
のために最善を尽くして戦おうという気分にかり
たてた'の五ある。

同じような叫び声が，スカウトの班の場合にも

その役目を果たす。よいエール這雰jﾙ蓬を活気づ
け，チームの精神を高揚する。だから君の班のエ

ールを決めて，班員たちが十分に熟練するまで練

習するｄとの、エール.卜jp1チヤア、について
は，後のほうの章で参考になることを述べろ。
.．．.Ⅱ.。.べ゛:.4゜・-.--

スカウトは，自分自身の班呼だけを用い，どん
な目的のためであっても，他の班の呼び声を用い
ないということは，スカウト活動における鉄則で
あることを忘れてはならない。

班の歌もまた，班の精神壱高揚させるのに大い

に役立つ。いつかは,班窒員が喜允で歌ｦ曲に必

ずぶつかるはずである｡雨その曲を君賊の歌にし
て，班に合うように歌詞裾け巻書董かえろ:とよ
●・

れない。もしいなければ，だれかに類Ajで作っ`て
--.1；､

班の叫び声と歌

もらうことである。君たちの先生や，お父営ん'や

君は，大学のラグビーかフットボールの試合を

お兄さんたちあるいは地域の知名人などに頼むの

見たことがあるだろうか。もし見たことがあるな

もよいｄ頼むのを恐れてはなちない，ｄ頼み方さえ

ら，万雷のような叫び声をあげて，大学生たちが

間違わなければ,J/Ｗままんで協力し菰くれるに

そのチームの応援をしていたのを覚えていること

･-ｄ･ﾙｸｰ.」

,.Uハ`･

学曰，～

遠し､なし､。
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と思う。

ｉ
（

そして，歌ができ:たら班員たちに教えり…あらゆ

その声援（エールまたはチャア）が選手７こちに
－１７－

る機会をとらえて歌うことである。

ユニフォーム゛

世界で1,000万以上の少年たち
が見なれた制服を着ている。とと
．；、

ぱや習慣は違っても，｣彼らはお互～
いに兄弟と考えている。
この制服は，他のすべてのユカヘ

ウトたちにとって大切であると同

●

じようにγ君の班の少年たちにとい

っても大切である。少年たちが班
に参加したらできるだけ早く，ボ
ーイスカウトの制服を買うよう(ご

少年たちに勧めるのも，君の役目

君の制服に誇りを持て’全世界の兄弟スカウトがそうであるように

だ6Ⅲ
良いスカウトになるには，スカウトのｆ
良いスカウトになるには，スカウトの制服を着

さらに詳しくいえば「同じ外観」ということであ

ろことが絶対的な条件ではないことは，‘
ることが絶対的な条件ではないことは，みんな知

る。班に参加する少年たちが，みんな同じものを

っている。制服を着けても着けなくても，
っている。制服を着けても着けなくても，スカウ

入手できるように，どういうものが君の隊の正式

トとして活動し，スカウトの姿を矢うてはならな

のユニフォームなのか，たとえば上着は長そでか

い。スカウトの上着を着たり脱いだりするのと同

半そでか，帽子はハットなのかベレーなのか，そ

様にスカウト活動の糖神を着たり脱いだりするこ

の色は，などをはっきりと少年たちに知らさなけ

とはできない。

ればならない。

一君たち力平服を着てバイキングに出た場合で

少年たちがユニフォームを入手したら，こんど

も，ちょうどスカウトの制服を着ているのと同じ

はそれを着せることである。班や隊のあらゆる集

ように楽しめるし，いろいろと活動することもで

会，ハイキング，キャンピングなどに，君自身が

きる。しかし，スカウトの制服「ユニフォーム」

ユニフォームを，着る決心をし，班員たちみんな

を着ることは，よりよくみんなを団結させ，より

が，正しいユニフォームを正しく着るように注意

よいチーム作りができるということが，わかるこ

する。

とと思う。

君がこれを守るなら，隊の集会で君の班員がユ

われわれが「ユニフォーム」というのは，ユニ

（ひとつの）フォーム（形）という意味であり，
iZ2G亀』

ニフォーム姿で整列しているのを見るときの君の
誇りは，まことに大きなものだろう。スカウトた
ちもまた，隊の中で，いちばんきちんとしている

班に所属することの誇りを感じ，ユニフォームを
正しく着け，手入れするように努力することだろ
フ。

－１８－

1．正帽（スカウトハット，前後左右にくぼ

みをつける）２．帽章（ボーイスカウトは金

電電霊曇饗灘

鰯
、１６

色，シニアーは銀色）３．ネッカチーフ（隊

の色）４．上着（長そでか半そでかは隊でき

ii

める）５．所在地名章（左肩の中央部，縫い
目に接して）６．県名章（所在地名章に接し
て）７．団号章（肩の縫際から５cm）８．班

長章上級班長章，次長章，隊付章，肩の縫際

蝋i9璽穣

から11cm）９．年功章（左ポケットの上部に

内側から順に，台座の色はカブは黄色，ＢＳ

は緑色，ＳＳは紺色）１０．進歩記章（左胸
ポケットの中央）１１．ズボン（カーキ色半
ズボン，ただし隊の判断で長ズボンも着用で
きる）１２．ネッカチーフスライド１３．世

界スカウト記章（右胸連盟員章に接してその
中央部）１４．連盟員章（制服には縫い付け
てある）１５．班別章(右肩縫際から５cm下）

16．技能章（班別章の下につけろ。７個以上

になると技能章タスキ1こつけて，これを右肩

から左わきにかけることができる）１７．臨
時標章（参加章，記念章など，１年間着用で
きる）１８．ベルト（布，革，スカウト用バ
ックル付）１９．靴下（カーキ色ストッキン
グ）２０．靴下止めの房（ＢＳは緑色，ＳＳ

は濃こん）２１．靴（短靴，茶色系がよい）

物事に生命を吹き込む

それらのものは意味がない｡z11域ば，それがあら

正しい班名，きれいな班旗，正しい制服は，そ

ゆるハイキングに持って行かれる時，キャンプし

れぞれ班精神を築き上げる助けとなる。しかし，

ている脇に立てられる時，班が征服した断崖の上

なんといっても，これらは単なる物に過ぎない。

から打ち振られる時に意味老持つのである。

その価値ば，君が，その中に吹き込む生命によっ

制服は，みんながそれを着ていっしょに何かを
やる時に意味を持つ。班のエールは，キャンポリ

て決まる,

班旗住，班ルームの片隅にほうり投げて置くも

ーなどでメンバーを励ます時，班の歌は20町､ハイ

のであれ窪，何の意味もない。ユニフォームも，

キングの最初の何kmかをがんばり抜くために歌わ

ただ着るどけのﾅﾆめのものであるならば，これま

れる時，それぞれ意味老持ってくる。

た何の意味もなくなる。このことは，今まで述べ

班員たち(よ，自分の班巷世界一と考え，班の自

てきたあらゆることに当てはまる。主命なしにば

誉と，その旗の名誉のﾅとめにがんばるだろう。君

－１９－
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(よ遜長として大きな責任を持っている。君のリー

この二つである。第１の事がらは，君が班長会

ダーシップが班集会やハイキング，キャンピング

議のメンバーであることによって実現でき，第２

に生命を吹き込み，君の熱意が班精神を培うこと

の事がらは，隊集会やハイキング，キャンピング

だろう。

を成功させるために，君の班の役割を十分尽くす
ことによって実現できる。

Ⅲ班と隊
スカウトの隊には，必ず班が存在する。しかし

班自体のために存在する班というものは･ない。ひ
とつの単位としての生命のほかに，各班は，隊と
いう大きな生命の中で，それぞれの役割を果たし
ている。隊は班を加え合わせたものなのだ。
一つの鎖の強さというものは，その鎖を形づく

班長会護

君は，君の班を引き受けた瞬間，一役ではなく

二役を引き受けたことになる。

まず第１に君の班のリーダーになるわけである

が，同時に君は，君の隊のリーダーとなって隊を
運営する仕事を分担することになる。
～〉班長章には，班長会議ま
たはグリーンパー会議一

記章が緑色の線であるとこ
ろからそう呼ばれている－
－のメンバーという特権が

ついていろ。君はこの会議
で普通目に１回は他の班長

たちや指導者と会っｒ，隊
の活動を計画し，隊の問題

⑤

０

を討議し解決する。この会

．！．．；恋ＵＩＷ２’

八１．Ｌ，．Ｓ8．、

っている輪の，いちばん弱し､輪の強さである。一

議で君は，君の班の希望を述べ，班が現在やって

つの摩の鞠､ぃ雫のFF1P()i彦!まfiｨ弱い塾の強さ

いることや，これからやろうとすることなどを説

’・・し、「：７へ午’･熱&；．．．&．～：～・

．．’ｉ;.；．←

に過ぎない。渥から君の班は，班員が真の隊精神

明する機会を持つことｶﾇできる。またここでｊ君

と，隊が.取り組t，何事にでも，隊がよい成績をあ

の班の運営や班員たちの訓練lとついてｌ指導や助

げるのを助ける熱心さと，隊の理想への献身そし

言を得ることができる。またこの会議で君は5…君

て隊の指導者たちに対する忠実さを合わせ持たな

の班を最善の班に作り上げるインスピレーション

い限り，決して(まんとうの班精神を持つことはで
＄轡・'よO､ふ

を得ることができる。

､,宝゛.｡｣一

･に.f躯

・ぱ４型

きなし､。このような精神をほんとうのものにする

事がら力：二つ曇る。
o1-.て,△､･わ

．｝．,.、．、

．『;Ｔ（!‘．

、了:

さらに君はここで，隊の活動に積極的に参加す
るよい班を運営することによって，隊全体をよく

１．隊の指導に君自身が心から力を尽くすこと

するのに力を尽くしていることを発見することだ

２．隊の活動に君の班が熱心に参加すること

ろう。

．.，､ノー゛’、
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との「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した，四海同胞(UniversalBrotherhood）版をもとに，１９６３

年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君

の力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資
料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

Ⅲ班と隊

'よ，先任班長が座長をつとめる。座長は，会の秩

(つづき）

序ぞ保ち，出欠をとる。書記（隊付）が前回の会
☆班長会議の構成

の議事録を読み上げる。それは短く事務的に，し

班長会議では何をやるのだろうか，まず調べて
みよう。新しく班長になったばかりの者といっし

ょに，初めての会合に行くものと仮定しよう。

かも要領よく行われる。

だれかが，議事録をそのまま承認したいと動議
を出す。

出席者はだれだろう。

「餐成の人は，ハイと言ってください」

班長全部.と上級班長がそこにいる。隊長は助言

「ハイ」と言う声,とれで承認である。

者として，また隊のあらゆるこ
とがらに対する指導者として出

席している｡副長や副長補も，
計画(ご参加するために出席して

いるかもしれない。隊付はその

分担、震刻を果たすために出席
している。準備は整った。いよ
いよ会謹の始まりだ。

☆開会～議事

上級斑長が座長である。上級
班長が欠員，または不在のとき

班長会議は，よいスカウティングのかぎである
－２１－
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みんなを見回して上級班長が「未処理の仕事

い。いっしょに来た新しい班長は,でたくさんのノ

はありませんか」と尋ねる。もちろん未処理の問

ートをとる。彼の班員たちを輿ふんきせるものが

題がある。副長補が，隊の次回のハイキングで，

ここにある。班の活気を持続できろ，いろいろな

自然についての専門家がいっしょに来てくれるこ

活動がここにあるのだ。

Ｔこれら隊にかかわる事がらが，班長会議で検

とになったことを発表する。また，ほかのだれか

が，福祉施設のための書籍や雑誌の収集活動につ

討されろ」のである。

いて報告する。

☆なされるべき決定

リーダーたちが，次々に前回の会合で自分たち

「何か新しい事項はありませんか」隊の活動方

に割り当てられた仕事についての報告をする。

針の問題が出てくる。

教会の音楽会の手助けをしてほしいという要請

☆つぎの月の計画を立てる

「よし，それではこれからの計画をながめてみ

があった。Ｔだれか希望者はいませんか」「ぼく

よう。皆も知っているように，われわれが年次計

の班の者の大部分がその教会に行くから，われわ

画として立てた長期計画によると，来月は探検と

れがやります」と班長のひとりが申し出ろ。：

.．《ん２J‐～；！.

`、うことになっていろ。それについて君たちの老

「救急法の講習会が近く始まるという通知があ

えを聞きｆこし､」上級班長が第１の議題についてみ

ったが，それを受けたい班がありますか」もちろ

んなに意見巷きく。しばらく討議を重ねた後Ⅲ全

ん全部の班が受講を希望する。

ざｉ１ＨｌｆＵＩｋｉＪ，

そのほか決定を要する問題が提出され，処理さ

会一致で目的地が決定された。

れ，あるいは研究や処理のためにだれかに割り当

「しかし，ただ行って帰るだけではつまらない
、

6>ら，田舎を横切って行くことIこしょう」「そう

てられろ。こうして新しい班長はあらゆることに

だそうだ。何でもかんでも突破して行こう」「だ

耳を傾けぃ多くを学ぶ。

けど君たち，それはちょっとむずかしいのではな

ハか。それにはコンパスも地図もいるし，徹底し

た訓練が必要だ」「ますます，いいではないです

☆隊長の報告

夕

それから新しい班長にとってⅨ…会議のうちでい
ちばん重要な事がらがやってくる。班長が一人ひ

か」討議はまだ続く。

このような大きな行事には，十分な計画と，多

とり立って，前の会議から今日までに仏自分の班

くの訓練が必要である。徐々にプログラムの形を－

が何差したか，どういう会合をしたか，どんな奉

整えていく。コンパス使用法の実演,Ⅱ地形図の研.

仕作業をやったか，どの班員が進級したかなどに

９･･･．．｡-

■●●~-ケヶ

究，屋内外のゲーム，ハイキング備品の購入，ハ

ついて報告する。そのほか自分の班のメンバーた

イキングの献立の決定，食料リストの作成などが

ちの進歩を示すあらゆることについて報告する。

この会議壜で行われろ。）

新しい班長は，この報告を聞いて心をおどらせ

この大きな行事がすべり出すまでには，隊や班

る。ほかの班はずいぶんいろんなことをやるもの

の寝会で実に多くのことをやらなければならな

だ。何とすばらしい班長たちだろう。自分もいつ
一Ｚ２－

班長のてぴき
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、

」

b

’０

Ｐ
Ｊ

i藤蝉識蝋鍵ii鎧蕊蝿ji三i:i灘ii蝋i鱗j鍾饗ｉｆ蕊1蝋

●守り｡~~●,●■￣●１－的の－~-－■-,･０

かあのようになりたいものだ6}自分の番力;」
回ってきても，新しい班長はあまり言うこ

とがない。班長としての仕事が始まったば
かりだからである。恥ずかしそうに自分の

最初の班集会について報告をする。自分の
班員たちは，必要なスカウトの規定を知っ

ていること，ロープの結び方をいくつか知
っていること，あと１か月で初級スカウト
に進みたいとねがっている者がいることな
どである。

「出だしはなかなかいい。もし助けがい

積極的な班の班長は報告事項をたくさん持っている－１

るならいつでもそう言いなさい」と上級班長
るならいつでもそう言いなさい」と上級班長がい

大きな成功と見なければならない。われわれの新

う。「副長補のおかげで，ぼくたちはうまくやっ

しい班は，なかなかうまくやっているようだ。そ

ています`副長補はとてもよくぼくたちを助けて

の調子で進んでほしい。

くれました」副長補は隊長から,～まさにこの仕事

次の会合にも，みんな，必ず制服を着て出席す

をするように指示されているのである。これがこ

るようにしよう。今夜銭このくらいで話を終わろ

の隊のやり方である。つまり，いつもだれかが班

う」
「会ｏ後でちょっとお時間をいただけますかう

長を助けるために任命されているのである、

める班員に手こずっているのですが，ぼくのやり
方がよいか悪いか迷っているものですから……」

☆隊長の話

隊長が立董上がる。「きてみんな。われわれは

と班長のひとりが申し出る。

正しい道を進んでいると思う。もし諸君の計画し

「いいどもコナニだし処方せんを書く約束はしな

たプログラムの結果が，予想の半分でもできたら

いよ。それば言の仕事だからね。できるなら，い
っしょに君の問題の診断を

してあげよう」と隊長（まい

,./〕？｝

「すばらしい人だ。ぼく

たちに仕事をさせる。自分
．。、

カヌポスであるということを
ぼくたちに感じさせない。

捜緯みんなを助ける。ぼく

たちみんなの友だち`だ。ぽ
゜・ろ

.,、党ィ．．

〈も班呂ﾅこちに対しで+へあ
ｂ●!

－２３－

●00

あでなければならない」新しい班長は，あらゆる

間に１晩集会をもつ班もある。君の班でどんなス

問題への回答，すなわち「ただ，みんなの友だち

ケジュールを持つにしろ，班員が全員出席するよ

でなければならない」ということにめぐり合わせ

うにするのは，君の義務である。ただ出席するだ

たのである。

けでなく，時間に遅れることなく，しかも制服を

着て出席させるのである。隊全体が，いちばんよ
☆隊の活動における班

い成績をあげることに誇りを持つことだろう。

すでに見てきﾅこように，隊の活動一一班がみん

きびきび動作をし，服装をきちんとし，礼儀正

ないっしょになってやるのだが－は，君もまた

しくふるまうように，君の班員たちを励ましなさ

その正式メンバーである班長会議で決定されろ。

い◎

そこできめられた計画や考えを班員に伝えて，み

合図があったら，第１番に待機の姿勢をとり，

んなの協力を求めるのは，君の責任である。その

ゲームや計画が発表されたら，第１番に行動を起

計画は，隊集会であったり，ハイキングやキャン

こしなさい。集会でのある活動が，前もって班員

ピングであったりする。また隊全体の中でよい成

を訓練しておく必要があるものであるなら，隊集

績をあげようとするなら，班員の特別の訓練を必

会の直前の班集会のときにでも，班員全部が，そ

要とするような，特別な行事であることもある。

の活動のために訓練を受けるようにしなさい。も

その計画はみんながそれ芝ｂつばにやり遂げるこ

し君が何かの実演かゲームをすることに同意して

とを要求し，さらに各班での進級が，確実に行わ

あるのなら〆順番がきたら時を移さずにすぐやれ

れることを期待していろ,。

るように，あらゆる準備を整えておきなさい。君
の班を，あらゆる行事に参加できる態勢におくこ

☆隊集会に参加すること，

ある隊では，隊員全体が参加して，１か月に１

とによって，君は君の隊長が当然に期待する標準

に近づくことだろう。

回集会をもつ。また，月に２回集会をもつ班もあ
る。さらに斑が全部いっしょになるときに，１週

☆隊のハイキング

隊のハイキングがスケジュールに組
まれ花ら，全班貝に，決められた時

瀞ililHljIji

間に正しく制服を着(ﾌﾞさせ，ハイキン

j灘11i篝1111;
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グを成功させるために必要なあらゆる

もの，つまり食糧，炊事用具，コンパ

スｊ地図その他を持って集合させる。

Ｊ「しまっ強'忘れた.'」または「考
えつかなかった」などという叫び声を
聞かないようにしなければならない。
いつも物老忘れる班員は訓練がたりな

二議逼

なければならない。そう

することが自然であると
きには，つとめて他の班
ともいっしょになりなさ

い。ハイキング中に，

他の班長やその班員たち

獺

と，考えを述べ合って友
情を深めることが多い。
リーダーであること

は，ほんとうに「ギプ゜

い班員である。ハイキングから，君の班が最大の

アンド・テーク」することである。君の隊長から
することである。君の隊長から

効果を得るように努力しなさい。

目を離さないで，君が隊のためにできる何か特別
君が隊のためにできる何か特別

ハイキングでのあらゆる活動は，班長会議で，
班員たちがよりよいスカウトになるのを助けると
いう特別な目的をもって，注意深く計画される。

なことはないかどうかを，いつも注意していなさ
いｏ

君自身の班員たちに対してばかりでなく，ハイ

この目的は，班員各自が何をするにしても，一所

キングをスムースにしかも効果的に運裁ために，

懸命にやらなければ達せられない。このことは，

君自身ができる事がらに対しても責任をもつこと

厳格なしつけを受けること，言いつけを注意深く

だ。このことは，班長ばかりでなく，隊指導者と

聞くこと，命令には直ちに服し，敏速な行動をと

しての仕事の一部である。君の隊長は，いつでも

ることを意味する。

彼の「グリーンバー」を，自分の片腕として頼る

’途中では，班として固まって歩くことはどく

ことができるようでなければならない。

自然なことだが，あまり党派的になることは避け

－２５－
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Ⅲこ1950年に発行した，四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，１９６３

?】．・・しぎ．：づ，．、.３．．．勺.,;．．」、､，
１６･~ｑ

ぃ雫IjFとｻﾞ全に出版された日本語版にもとづいています｡いま活躍中の班長藷君
の力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資
料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

らツ第１番に就寝し）起床の合図が嶋っﾅﾆら，第

Ⅲ班と隊(つづき）

１番に起きなければならない。

☆隊のキャンピング

このことは,人君がもし前もって班を正しく扱っ

隊集会やハイキングへの斑の参加について言っ

て，班員たちが正しいことを正しいときにやる自

ﾌﾞごととの大部分'よ，そのまま，１泊キャンプであ

己訓練そするのを助けたのであれば，君にとって

れ，夏の缶.ヤンプｎあれ，隊のキャンプにあてば
まる。君の班が，キャンプの作業やゲームを十分

何も問題はないはずである。－
もしも，ほんとうの班精神がキャンプでも発揮

に分担し，キャンプファイアのための歌や劇の準

されるとすれば，君が誇りに思うようなやり方で

備を完了し，訓練期間を最大限に利用し，割り当

君の班が隊の生命にとけ込んでいくことは確実で

ｉＪﾉ

゛（．、ハン．Ｊ

てられた仕事を早く

ある。

やり遂げるようにす

班員たちは，君と

るのは，君の責任で

全く同じように班の

ある。隊のキャンピ

ングで，君は当然に

壜薑塞

テントや炊事場を，

点検で１番になるよ
'Ｚ

班員が規則を守るよ

うに清潔にし，その

うに指導しなければ

スカウト技能をいち

ならない。

ばん効果的なものに

君の班員たちは，
消灯の合図が鳴った

し，キャンプファイ
どんな天候のときでも出てくるのがほんとうの班だ
…「Ⅲ｝

－２６－

アでのだしものぞど

蕊醗蕊l蕊鰯露騨iiii裟蓬ii蕊iiji識j蝋i鰯ii〉鱒iii塞灘ij(班長のてび毒)藤iii
の班よりもよくやり，そのスカウト糀神をし)ちば

注意深く組織し，仕事老正しい人にやらせるとい

ん強いものにしたがっていることを，君は発見す

うことが成功の大きな原因であると，彼は答える

るだろう。

だろう。このこと瞳成功している班にも当てはま

ず〈

●･△

ることである。

，よく組織されているグループは，多くのこと巷

☆その他の隊活動‐

’）Ｗ“ｉｔ.｣い…

だし､じなことは，あらゆる隊活動に全面的に，

積極的に参加することである。もしも隊p､奉仕作
一』｡.｡『＝~

成し遂げ,ほかよりもずっと先に進むものである。

組織ということは，結局次の３点にしぼられろ。

業計画に，社会のための善行行事が組ま;iii藩なら

１．班の大きき

ば，それを成功させるように最善の努力を尽くし

２．そ（の構成員の種類

なさい。もし〆隊のために拠金することになった

３．やるべき仕事

ときは，君の割当てを，いや，君の割当て以上に
責任を負って果たしなさい。またもし，隊が班の

☆班の大きさ

競争プログラムを行うなら，それに参加して勝ち

班の大きさはどれくらいが適当だろうか？

なさい。（注，日本では「班競点」と言jっ)ていろ)：

それは鰹,いろいろな条件によって違う。一般的

,．：，，T，Ｌ

．ｊ←卍、

競争といえば，スカウト技能のどの面の'コンデ
ー.ｑｌ：。，Ｉ・

2..ｉｌ`邸.､

にわれわれが班について語るときは，普通８名を

ストでも，競:争が班員たちを大いに鼓舞して特別

適当な人員としている。つまク班長，次長それに

の努力をさせるのを見ることができるだろう。:競

スカウト６名という構成である。しかし８名とい

争はまた，班の全員がその競争行事の準備に全身

う数が必ずしも理想的だというのではない。班に

を打ち込ｉｆならば，班精神のかん義に大きな助け

とってずもっと重大なことは,ｌまんとうに協力的

となる。結局班の競技会をやるのは，隊のリーダ

なグループであるということだ。

．.-i-….9,．《･･･八・:．0..,.,N､..（

刮灯H1ｲハヘ、ト:～氾
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ーが肝隊員たちがよりよいスカウトになるのを助
けたいと希望するからである。

君の場合は６名がちょうどよい人数かもしれな
い。事実ほかの隊を見回すと，８名の班よりも６

もしも，君が隊とのチームワークや，隊への息４

名の班のほうがずっとよい例を見ることもあるだ

誠心や協力という考えを，しっかりと君の頭と心

ろう。４名しかいないが，正しいチーム精神があ

に刻み込むならば，君の班もまた，自然に同じ考

るだめに，すばらしい仕事をする班もある。いず
｡.

えを持つようになる。その時に

うのスカウトの班になる道蕃暹
ろ。

Ⅳ班の組織:，
成功している実業家に，何

箒ilMii二二

－
Ｆ－

のおかげで成功したかを問い
．．）！【

てみろとよし､。自分の事業を

－２７－

…穆莱:Ｌｆｌ１ｉ

蕊１１閲 班長のてび毒
ＰＢＬぞ､＝､０
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れにしても８名が最大限であ

鐘鐸霄，

扱いにくくなる。

適当な人数は何人か？一

般的に言って，もっとも理想
的な数は，６人から８人の間

’

il

のように思われろ。６人以下
になると，ゲームやいろいろ

な活動でほかの班といっしょ
にやっていくことがむずかし

ili 鶴 'i li

一霧

るべきで，それ以上になると

二鐸雪

砺

圏夕』

病～これがメンバーだ。体つきや性質こそ違うが，みんなよいスカウトだ

くなる。また，８人以上は多過ぎろ。最初は６人．☆班の中の少年たち

から始めるのがいちばんよいだろう。そしてそれここに少年の一群がいろ。彼らはどんな種類の
以上扱えることがわかれば，８人に増やせばよい

少年たちだろう。よい班を作るために彼らを動か

のである。また，６人あるいは７人がちょうどよしているものは何であるかを，考えてみる必要が
いと思うなら，その数で押し通しなさい。

ある。どんな少年が君の班に適するかを知るだめ

時がたち，君がすばらしい班長であることを白に，Ｐ君の班の少年たちを調べてみよう。Ｐ君は

分で証明したために，少年たちがたくさん君の班３年近くも班長をしていたし，その期間中にあら
に入りたいと希望するような時が来たら，君の班ゆろ種類の少年たちを扱ったはずである。
貝はグングン増えて，１０名あるいはそれ以上にも

⑤
■

なずてしまうｿb>もしれない。そのときは，もうひ扱いやすい少年たとえばＣ君がいろ。当たり
扱いやす(､少年たとえばＣ君がいろ。当たり
とつの班を作って，もうひとりの者に班長になる

さわりのない少年という部類に入る。彼の家は裕

福で，そこで彼は社交の心得と他人への思いやり
チャンスを与えることだ。福で，そこで彼は社交の心得と他人への思いやり
ということを学んだ。彼はなんでも受け入れ，自

分のやるべきことはさっきとやってしまう。特に

野心的とは言えないが，自分から進んで物事を覚

－し｡;､！§

えようとする。Ｐ班長は彼を進級させ，いくつか
の責任を負わせた。

Ａ君は消極的という言葉がいちばんピッタリす
る少年である。自分から進んで物事はやらないが

Ｐ班長の指揮には喜んでついていった。自分で考
えて自分でやることをひとつも考えたことはなく
消極的な班員には，激励が必要だ

ｊ１:､何でも他人の言いなりになっていたが，それでい

一Ｚ８－
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：この「班長のてぴき｣ｉは,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
１１，i<，.,ｹﾞﾒｰﾉｻﾞ.Ⅲ;“～,FLr~

‘。．）、

に1950年に発行した;四海同胞(UniversalBrotherhoi3a)版を）iiとに,１９６３
年にとくに出版された日本語版に舵づいています｡いま活鴎中ら垂長譲
．.-.Ｆ..｡詮．．‐弁

①

の力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資

料となるように日本連盟がまとめなおして〆連載しています。

Ⅵ班の組織(つづき）

っていない。こんなことが何回かあるだろう。
しかし，無理押ししたハしかったりしたとこ

一言の班員をどう扱えばよいか

ろでＬ得るところは何もない。そんなことをすれ

：【て，Ｐ班長が彼の班員たちをどういうふうに

ば，班員たちを防御の立場に追いやり，君がやり

，扱ったかをふり返ってみれば，彼は，君の班でも

たいと思うことの反対のことをきせ:る結果になる

適用壷きるようj:j:簡単な２，３のルールに従った

だけである。

までであるということがわかるだろう。“～

「ゆづくク１，１゜つくｈあわてないで」これが

．すなわちｙつぎの３点であるｄｊｆ

ベーデン・パウェルのスローガンの(ひとつであっ

Ｃ￣●●●￣￣●￣●Ｃ￣￣｡■｡●●￣￣●￣●‐■－つ￣￣●￣●￣－｡●－■●－勺￣Ｃ●●●･●●￣再一一一一●｡ＣＱ￣○･･●●□●－●￣●●●－ローＣ－Ｃ－｡－■字一一■－■－－￣－⑤●の

１１．班員たちに対して，しんぼう強<，まﾅﾆｉ

；理解を示すこと。入上：
；２．班員たちが興味を惠じろ仕事に，いつもｉ
ｉ，：

！従事させておくこと。

‘ｊザ

．．！
．：

１３．］52[のために特定のことをやらせる責任芝１

た。ゆづくｂ構えたまえげそうすれば最後には皆
がいっしょうけんめい君に協力するようになる。
協力，すなわち皆がそれぞれに自分の役割を果た
して，いっしょに働くことであるｔｊ－１、：

（れが班の目標であるべきである．

．：

！負わせること。

；

……..………………………－．…………－－…－－…….…………………！

協力であって制裁ではない制裁ということ

ば,Ⅱ部からの圧力で,うまり強制で物ごとをや
…しんぼう強<あれ班の仕事老しながらjいら

らされることである。これに反してｊ協力という

いらすることが何度もあることだろう｡君が思う

ことはク各自が自分の分担をやりたいからやろ

ように物ごとが早く進まない。物ごとがうまくい

う,ということである。この場合,各自の心の中

－３１－

瀬鰯，;鰭i雲翻ｉｊｉＩ懸蕊W;雛iI1iE蕊ii蕊iii瀬ii瀞騨塞蕊;蕊!(班長のてび毒隠篭

髄

い」「気力を充満させて進ん

塾樵
に，各自の分担をやろうという意志が働いている
のである。

「だれもボスのまねをする者
に従っていこうとは思わな
でいる班では，興味が薄れる

ということはあり得ない」

責任を負わせること世の中に出て行くこと，
自分に頼るようになること，指導力を身につける

君がきせるからではなく，班員たち自身がやろ

こと，これらのことを達成する場合に「責任を持

うと欲し，しかもやることに意義を見いだし，班

つ」こと以上に効果的なものはない。責任は，り

で正しいことを班員たちがやるというところまで

っぱな少年を作り上げることが多い。いわゆる

持って行ききれるならば,君の仕事は成功である。

「かしこい」少年や弱い者いじめの少年ですら，

；ある渋況，あるいはやらなければならない仕事

責任を負わせることによって変えることができ

の理由を説明すれば，前もって困難や摩さつを除

る。仕事を分け，各班員に仕事を与える班の組織

くことができる。前もってちょっと注意をはちう

は，ほんとうの班精神を身につけることに大きな

て「なぜなのか」を説明しておけば，後になって

役割を果たす。そこで，この仕事に目を向け，班

「なぜ」の質問ぜめに会うことはない。かしこい

員たちにそれを割り当てて，やらせることにしよ

班長は,許班員たちを信じ，そしてまた班員からも
信じられるのである。

フ｡

鰯班の仕事

いつも仕事をさせておくこといつも仕事に従

君は，よく「ボス風を吹かし」たがる班長に会

事させて，いそがしい思いをさせておくというこ

ったことがあるだろう。彼はあらゆる集会をひと

とは，計画すなわち彼らが興味を持つ事がらをう

りで計画し，ひとりで会費を集め，ひとりで記録

まく配置することである。ところで班員たちは，

をつけ，ひとｂで道具の始末をし，しかも自分は

スカウティングをするために君の班に入ったので

ほとんど完ぺきであると信じ込んでいるから始末

ある。だから，十分それをやらせよう。集会や，

が悪い。君は彼がいないときの彼の班の状況を見

ハイキングや，キャンピングやそのほか班の活気

たことがあるかな？

を保ち稜けるあらゆる活動を立案し，それを実行
しなきいつ

彼が集会に来られないときは，まったくだれも
いないのと同じである。というのは，彼以外には

－３２－
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中で(可かをやる機会を与え

ることによって，君の班員

｣霧lib二;,Ｐ蝋毫鐸

たち皆に，指導力と円満な

'三＝三鐺疹

能力を養う機会を与えるこ
とになる。そしてこれは，

スカウティングを通じて，
われわれが成しとげたいと
思うことのひとつなのであ

る。
いそがしいスカウトは，ふつうよいスカウトだ。たくさん仕事を与えなさい

仕事を割り当てるでは
●●Ｏ

だれも，どうして会を進めてし、〈のか知らないか班の中で各班員を，それぞれ一定の仕事でいそが
＠｡●●

らなのだ。し<する計画について述べてみよう。
班の１泊キャンプに，彼がいっしょに行けない

その計画を君の班にあてはめるときは，あまり

日は，何もかもめちやくちやになる。というのは

急いでしてはいけない。最初から皆いっぺんにや

どういう手配をしたらよいのか，知っているのはろ必要はないかもしれないのだ。しばらく待ち，
彼だけだからである。

班員たちと１か月くらいいっしょにやってみてか

班を運営するということは，ひとりでできるも

ち，仕事と，それを割り当てる班員を決めたほう

のではないということを，すぐに君は発見するこ

がよい。そのとろまでには，君は各少年の持ち前

とと思う。なんで肋聾んでもひと!〕でやろうとし

の能力を知ることができると思うからである。

のＬＯ

たら，物ごとは成功しない。分担して班の仕事を

班の組織，責任を各班員に割り振る。

＿．烟：．、

するということ(よ「班のためばかりでなく，君自組織計画の基礎として，今，君の班に８名の班
身のためにも必要なのである。班員各自に，班の員がいろと仮定しよう。もしそれ以下であれば，

錘
班はひとり
の仕事では
ない。全員

の協力が必
要だ

蝿
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班長匙のてぴき

灘ｾﾞ
ー＿こ

。'）ｂ

２つの仕事を１つにして，ひとりの斑員
てればよい。
ペ.、

さて，一人びとbの場合1こついて述べ
班長これは問題ない。君の仕事だ
．－Ｊ、.、

次長彼は君の片腕となる班員
．、１Ｊ.…

Ｉ

で，君と同じくらい}と斑を動かす
．?．

ものについて知っておｌ)，君の留
守中に班を指導していけるもので
なければならない。

会計係斑費などを集め，班の会計

I

麺苣翌。

ゼつかさどる。反応するか気をつけて見ていなければならない。

記録係（書記）班の報告や日誌を取り扱う。そして，それぞれ興味がどういうところにあるか
備品係班の備品器材の世話をする。

知ることである｡

ハイク係ハイキングやキャンピングの手配をたとえば，Ｒ君が算数にすぐれた才能を持って
する。いるのを発見するかも知れない。彼はお父さんか

｡,-．：

食糧係斑の献立表を作り，食ii量を調達するっらな仁がしかの小遣い芒もらっている3Ｊ彼は毎週
衛生係班員の健康と安全について,めんどう土曜日に，その金銭出納帳をお父さんに見せなけ
をみる。れぱならない。彼は班でいちばんきちんとしてい
るようである。Ｒ君にはどんな仕事

が適しているだろうか？そう，も

議夢夢雪墨

ちろん会計係である。
Ｊ君ばまた変わったタイプの班員
’’、）：１.皇．

である。彼'まいｵうゆろ本の虫で，手
に入ったものは何でも読む。去年の

Niii少了⑩￣餌ワヨ幽駆

夏旅行したときの彼は，すばらしい
手紙を君に書いた。彼はまた，雑誌

で三繊畳溌赫尾激菖議熱鴎惠麟鯏皇そる二！〕から絵やなにか剛取ってつづ．
､1.．可･色昏嬉一か笛．…
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‘…）、}鍵千，
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．'要かい～－

各ｽｶｳﾄﾞ謹鱒'こづけるそれぞれいちばん～君が彼を記録係にしたのもふしぎではない。こ
叫伍さﾐｶ（・

~･･｡ⅡP91:

ｂｊ９Ｆ'

適する仕事に各班員をつけることだ。〃のような調子で川呈かの仕事もそれぞれ割り当て
．．．ｉ

これに;よ,ある程愛の研究と思慮が必要である．ろので｡bろ。Ｔ

い～ぜ,ｒ

起こってくる事がらに対して,各スカウトカヌどうもし意が，Ｂ蝿震品係として，Ｅ君(よ食糧係
－３４－

として適任だと思ったら，まずそれぞれやらせてあり得ない。だから君の助手を選ぶさいには，＋
へ！‐すし、；…

みることだ◎うまくやれるならこれにこしたこ:と;Ｆｍｉ分瞬注意する必要がある。
～′￣作;：….ＩＦﾀｩＨ

はないし，また期待に反するなちｊ何か(まかの仕ト
ヘヘ〆』>士TI`て

事をやらせてみればよい。そうしているうちには彼の資格君の助手は,T一人前の完全な班長と
、…￣へ．１．

もっともよくできる仕事が見つかるものである。しての，あらゆる資格を持っているべきである。
りっぱなスカウト精神と，ある程度の指導力を持

霞次長
・でＩｊ≦５．ｓ１ＪＪｊ．，、‘．

っ元円満なスカウトであるべきである。彼は君と
~:.…,,Ｋ:;.`::｡(.；:

班の中で，君のポストの次にいちばん重要なのいっしょにbつばに仕事をし，君と同じように班
!..．.ZT1Qb;’

ペ～`A〈.:ﾝ}'刑．ﾉル：

は，震の助手のポストである。そのポストのしろ員から，信頼されていなければならない。

しとして,彼は=ﾆｰｫｰﾑ乙毫でに｡１本の緑江垂長ｶｮ自分と〔､乞蝿鋒のよ(､錘員を,自分の
．．－、ルー跣､.）

の線CD入っブビ記章をつけていろ。

ただこの緑の線（グリーン･パ

ー）があるから，次長は他の班員
よりえらいのだと単純にきめこむ

斑が多いのは，困ったことだ。君
の斑の場合，そうでないように注

意しなければならない。君の助手

臺蕊書鑿漣

はただ次長章をつけているだけで

11霊ご』lｑｉ１ｉｉ

皿

はいけない。はっきりと，君の助

手としてｐ仕事をしなければなら

ない｡彼の罐の声容偽lﾆｰ役一雪竺愛竺壹含竺竺蝋璽雲霞潔三三二毎三雲雲塞=三一

名からわかる。彼は，君が班内でやるあらゆる事次長にするという間違い琴することが，ときどき
がらについて，君を助けるのである。

ある。次長の選任に私情をはさんではならない。

これ芒するために，彼は君に完全に信頼ざれな「班にとって，だれがいちばんよい次長になれる

ければならないし'また君のやり方を完全に理解か」ということだけを考えて〆決定すおこと鱈。
していなければならない。彼が君と君の特別な指だからたとえ君の親友でも，次長として靴分が
導方法巷理解しなければ，君の不在の時に彼は君なければ，だれも君の選定にケチをつけたりはし

の代わりをすることはできないし，また君と彼のないだろう。もしそうでなかったら〆昏の悪感情
２人の間に,ｌ匙んとうの意味の協力というものは老あおるだけである。だれを選ぶべきかについて
つ－君の心の中に疑問があるときは,:班員全員に投票

ﾕ桑鎌素鑛憲決め…,…とましだろハ
－３５－

､‘

夢ｉＩｌ纒二 の鷺ぴ'ざ
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この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメ、力連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した，四海同胞(UniversalBrotherhood）版をもとに，１９６３

年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君
の力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資
料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

班の組織

(つづき）

いうことを感じさせることだ。同時に記録係とい

っしょに，班員の出欠を調べさせ，欠席した班員

霧次長

たちに連絡させて欠席の理由を調べさせろ。

君と班員たちの家庭をつなぐ役割を彼に果ﾌﾟﾆさ

彼に指導させる君の次長ば、班の仕事を計画

せるのである。さらにハイキングやキャンピング

したり，班員を訓練したりする場合に，君の手助

について必要な指示を，彼に考案させる。言いか

け話する第一=:人者である。君の不在の時に彼は隊

えれば，君のこまごましたたくさんの仕事を，彼

活動で班の指揮をとり，班の集会やハイキングを

に肩代りしてもらいながら，彼に自分の能力を示

指揮し，隊幹部会議で君の代理を務める。しかし

す機会を与えるのである。班の指揮を彼にも十分

自分は何をやるべきかを知って，初めて彼は仕事

手伝わせることだ。

をうまくやることができるのだ。だから，君が出

席しているときでも，定期的に班の指揮を彼にゆ

②

鰺会計係

だねて，彼が班を指揮することを習得するチャン

この世の中で，お金を取り扱うときは，いつで

スを与えなければならない。次長を全般的な助手

もわれわれはそれを正しく使い，その使途を正し

として用いると同時に，彼に指導力を必要とする

く記録しなければならない。このことは班の場合

特殊な仕事，たとえばゲームの指揮などをやらせ

にも当てはまる。隊は予算計画を持ち，隊費は班

ることである。班に向くようなゲーム用具を集め

員たちが納めろ｡…キャンピングを計画するときば

ることに彼の興味を向けさせる。ゲームをやると

現金が必要となる。お金なしにはすまされない。

きには，いつでも彼にその指揮をとらせて，自分

どうしてもお金を取り扱わなければならないこと

の役務には，ほんとうの責任が伴っているのだと

になるｎだから，まず最初にだれかを任命しなけ

－３６－

れぱならない班の仕事のひとつは，班の会計係で
ある。この仕事には，計算に明るく,物事をきち

1灘::Ｊ１

蔦 鱗ノ

んと正確にやる少年が必要である。

会計脈〃だ．’

鯛鯏篭家棚

その仕事その仕事を引き受けると，会計係は

誘i得しＺ鞠套蘂蝿

まず最初に君と相談する｡､君の隊は，登録や月刊
誌の購読料やその他の出費にあてるために,毎月
各スカウトが一定の金額の費用を払う予算制度を
採用しているのが，だいたいにおいて現状であろ
う。会計係は，隊の予算がどのようにして編成さ

給することのできる物以外にも，自分たち専用の

れているか，また自分の班はどのようにしてその

備品を持ちたいと思うだろう。たとえば君の班員

分担を果たすのかを，理解しなければならない。
まに，隊費をどのように徴収し，記録ｌ預金する

用のロープがたくさん必要になる。：

たちがパイオニアリングに興味を持て；ぱ，ばく材

い

進んだ救急法の訓練のため，ぼうだいや三角布

かを理解しなければならない。

など，また仮想患者を本物の負傷者らしく見せる

隊へのこれらの費用の納入を遅らせないように

ための，いろいろな種類のメーキャップ用具など

するために，君の班の会計係が，班員たちから前

が必要にな岩かも知れない。…

もって隊費を集め，班の帳簿に記録したあとで，

ハイキング詮誉らのにγ特別なハイク用具を作

隊の会計係に預けることが賢明なやり方である。

ｂたいと思うかも知れないし，またキャンピング

こうすれば，堅実に歩むことに役立ち，自分の義

ではｉテント張りをして自分の碗を試してみるこ

務を果たしているという誇りを助長する。

とに決めるかも知れない。これらはすべて金がか

ハイキングやキャンピングの費用隊費を取り

かるし，その金は君たち自身で作り出さなければ

扱うほかに，班の会計係は，食糧係やハイク係と

ならない．班集会:で計画案を討議し，何をやるか

いっしょになって，班のハイキング
やキャンピングの準備をする。この

場合，班員たちの金をまとめて班全

体の食料を一度に買い込む。会計係

は，金を集め，金を保管し，必要な
支払いをし，後で完全な会計簿を作
なものにしてもよい。

班の巣と班の備品希望に燃えて

いる班は》/よく設備の整った巣を持
ちたいと願うだろうし，また隊が供

年

月日

ＭＨ目

収入金額

項目

ＬE＝

支出金額

差;1残高

●
Ｃｓ6

G●

一二一一『

る．この会計簿は右の表に示すよう

会計簿（金銀出納根）

●

会計係は、 戈際の１ＭVの記録を耐日日につける

3１７－

－－■■

を決定し，班の会計係と備品係を協力させて，そ

の費用がいくらかかるかを調べさせる。それから

ＢＢＴ

i見蟄

予定を立てて隊長に持って行く。君たちの夢の実
現にとりかかる前にi，隊長の助言と承認を得るよ

飼い主が留守のときに愛がん動物の世話をする

うにする。

班のためにお鍵かせぐ二精力的な班の会計係
則１，.

津...．(

持ち主が留守のときの庭の世話をする
まき集めやまき割りと積み上げ

'ま，彼の班がお銭かせ｛労漣考案し,隊が資

愛がん動物を飼育する家庭の雑事をする

金集めの行事をするときには，自分の班にその分

事務所や店で臨時雇いの仕事をする
雪かきをす５ペンキ塗りや掃除をする
:...?；と！.:..・し,.,

果物や野菜を取り入れる犬j差洗う
落葉をかき集める魚つりのエサを売る
クルミやいちようの実を集める

荷物配りや走り使いをする芝生を刈る
古金属，古紙，空びん，空かんを｡集めて売る

趣味の切手などの交換会をする～

１，、

仕事は山ほどある斑が隊と班の備品を確保す
るために，その分担を果たそうとする熱心な班で
あれば，その班の会計係がやらなければならない
お金を作り出すためにいろいろな活動を

君の班はやることができる棚いい
担壱果たさせる。１－
｡１１．．゛￣`．~

ほんとうに自分で金をかせ鞆`でやっていこうと

思う班の参考のため，いく息か③例を次に示すこ

ことはたくさんある。この仕事をすることはよい

経験となり，この仕事を通こて彼が受衛石訓練は

彼の将来にとって大きくヱリラ溺甑沼かも)知れなf1ii
い｡､衿i・へ尊；;;〃､ｊ~，謙
一:4､(津ハト・Trj､ヘハイ、ノ

とにするが叺同時にこのことは忘れないようにす

ー!;i篝記録係

る。すなわちb､なに事上ぞやるにも，その前にまず

班の競技で勝った者に，この仕事を割り当て藩､常

隊長の承認を得ること。また君の活動計画が，法；

令に触れず,きちにそのまうな汪事を必要として
いる人々から,:仕事をうばうようなことのないよ

うにする。～￣～‐’（

「

…;,寛懇鈩恥ミニ僻蕊/銃〈

のもよい考えではないかと思う｡'十

班のlか月の活動記録老いいちばん上手に書き、
上げた者に〆記録係の仕事を与えるのである｡;報へ

告書は君自身が採点するか，あるいは隊長や団委

手芸品を作る温室で働く;～植樹をする

日会のメンバ〒に採点を頼めば，さらに興味をか

ビラを配る｢；庭師のため(ご苗床を作る＿

きﾅﾆてることになる。：…牢へ；がいく」，

家畜を飼う……両親の留守に子守りをする
農家や庭師の(手l功け種する▼へ

競技の目的は，班の歴史をもっとも生き生きと
した文体で．きちんと体裁よく書ける者を見出す

－３８－

ｚく､．：

ことである。もし彼に，書く能

蕊藤 蕊

力と同時に，報告書に簡単なス
ケッチを入れる能力があればな

グ盃クラ

およい。

班の日誌記録係の第一の仕

事は,､斑のあらゆる活動を生き
'生きと記述して，班の日誌をつ
ェさこ同巳巫ＵＬＤ璽uノロ“を一つ

君たちみんなが自慢できるような日誌をつくる;￣

け遅れのないようにすること

け遅れのないようにすることである。「生き生完全とは言えない。賢明な記録係なち,L班員全部
き」ということばを忘れないようにｄ

老けつこう多忙にしてしまうことだってできるの

次のような書き方はさけよう。である。カメラを持っている者には,班の活動を
「９時50分家を出る。１０時45分○○到着，□□写真にとってもらい，班の「絵かき」にはヅ活動

．■

キャンプ場まで歩く。テントを張る……」このよ

中の班員たちの絵を描いてもらい，班の地図専門

うな書き方をせずに，報告は活気に満ちたものに

家には，ハイキングのルートやウキヂンプの配慨

し，途中で班員たちがしたこと，言ったこと，見

図などを描いてもらう。彼はまた〉工作の上手な

たことなどを記述しなければならない。……

班員に，日誌の革製のカバーとか〆止めひもを作
ってもらうことだってできる。てうしてでき上力;

日誌にはもちろん，班の冒険，業績や成功した

ことなどすべて書かなければならないが，同時lこ

った日誌が,どれだけ班の精神薯嵩揚す葛か想像
失敗やしくじりも含めることを忘れてはならなしてみることだ６へ

い゜しくじったことなどを含めなければ，記述は

班員出欠表の一例・

｡■‘
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記録係は，君の手助けを得て
〆生日，その他を記録することとか
川ら仕事老始め蝿それから各集

会やハイ非シダに参加した班員
の名や，隊費ｂ班費の納入その

1

--6

イコ，進歩の記録をつけることで

スカウトたちの氏名昨鶴住所；誕

９，

〆。

出席状況や，隊費・班費の納入
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班の記録記録係のもうひと

他を,ｘ印I(○，Ｖでもよい）
をつけて記録する｡～

スカウトが１級または２級の

要件を満だしたり技能章を痩得

班報告凹；

したら，そのつどこれも記録簿に記
入する。
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班の記録簿は，ひと目見ただけで
スカウトの一人ひとりの状況がはっ

きりわかるように，記録しなければ
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隊への月間報告活発な隊は，班
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ある。

もし君の班記録簿がきちんと記入

感錘

されているならば）との月間報告を

書き上げるのに，ほんの数分しかか
からないはずである。この報告書の
●

１枚は普通，班長がサインして隊長
に送り，もう１枚は控えとして，班
のファイルにとっておく｡
｡CＱ

班のラァイル巻保存する班のう

隙12遡名
睡眠、食欲癖については、良i犬○印、不良はｘ印で紀入

●

アイルIま，普通の紙ばさみか折りだ

班活動報告霊F例

ﾌﾟこんだボール紙で，その中に記録係は，将来，班君がまた，小さな町に住んでいるなら，町の新
にとって必要となるかも知れないような資料や，

間編集者は，君の班でやっていることがら，特に

手で書いたり印刷したものを保管する。隊の月報報告するのに値するたくさんの活動を班がやって

や班から発送した手紙の控え，班が受け取った手いる場合はなおさらのこと，それらのことがらに
紙，地区や連盟の大会や各種行事のプログラム，ついての短い記事を受け取ることを喜ぶことだろ

団や連盟などの活動についての新聞記事の切り抜う。そして最後に，君の班員たちが書庫を作って
倉鞍ども，その中に含めろ。スカウトの手引書や自然に関する本などを保管す
れば，その書庫の世話をし，本の出し入れを記録

その他もし君の隊が他の多くの隊がするようするのはまた，記録係の佳事である。記録係は，
に，毎月，謄写版ニュースを出すとすれば，編集なまけ者にできる仕事ではないが，よいスカウト

者に1H1のいろいろな活動についての，簡単な記冨ｉＴにとっては，もっとも興味のある班の仕事のうち
を提供するのもまた，記録係の仕事である。のひとつである。
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この「斑長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した，四海同胞(UniversalBrotherhood）版をもとに，１９６３
年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長藷君

の力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資
⑤

斜となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

Ⅵ班の組織

(つづき）

用具の整理をするまず第１に，新しい備品係
は，班がその活動に必要とするあらゆる用具のリ

鰺備品係くクォーター。マスター＞

ストを作り上げる必要がある。リストができ上が
ったら，班がすでに持っている用具をリストから

次にリストに上がるのが備品係くクオーター。

消す。次の班集会で班員たちから，彼らがどうい

マスター＞である。班の備品や本部を世話するの

うものを持っていて，それを班全体のために役立

が彼の仕事である。古い野心的な班では，班のハ

てようとしているかどうかを調べろ。その後で備

イキングやキャンピングの用具の大部分は，スカ

品係は用具全部を１か所に集める。ここで注意深

ウトたちが自分で作ったものを持っているもので

く品物を調べ，必要な修理をさせる。それから必

ある。君の班がそこまでいけば，もうしめたもの

要なときにいつでも使えるようにして，しまって

ー●

だ。

新しい班は，班のものとして保存する物品以外
に，隊の財産（テント，炊具等）と，班員たちの

９’９０９

￣曰

用具はだぴたび調べ，よく手入れ修理をしておく
班の用具一覧
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ある。

摘要

０００００

管場所を知り，維持する責任があるということで

００００６

れらの用具を班が使用する以上，備品係はその保

価格
期

ら借りようと，それは問題ではない。問題は，そ

数量

０１

し，班がその備品を所有していようと，また他か

名
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その他）に依存しなければならないだろう。しか

にゴ

ロロ

1976年３月31日現在

１１４１別

個人備品（おの，スコップ，救急箱，方位磁石”

在庫品調べ

班がもっているぎの1976年６月１日現在

おく。
、､,稜.

両叩

備品係は，何でも自分一人でやろうとしてlよし、
けない。むしろ反対にスカウト一人一人に，班の

フライパン

スにおけ

用具がきちんとしまっておける状態にあるかどう
かを確かめる。もしテントがまだぬれていたら，
それを乾かすように手配し，またもし破損してい

./･；.､９.バー２．.･

新品

「君の班がどんな用具を必要としているかを知る
－それからそｵしを入手余るように努力する」

たら修理させる。おのやスコップなどの用具は，

よくこすって，さびを防ぐためにグリースをいつ

3.5

５３

ご鋲

ら，その用具を受け入れる。このとき，すべての

炊具セツト
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のノートブックに記録する。そして班が戻って力＞

年年
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必要な用具を取り出して，持って行くものを自分

ｑＵ●１

おの

班，，，畑〃班〃汕班

ｸﾞﾗﾝﾄﾞシート＃２

ンピングを計画するときは，いつでも備品係は，

９０９，？

ｸﾞﾗﾝﾄﾞシート＃１
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備品の持ち出しと収納班がハイキングかキャ
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用具を確保することに興味を持たせるようにしな
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班のデン（本拠）用具のほかに，備品係はま
.⑪.【_

ておく`１ざおのは研ぐ必要があるかもしれない。も

た隊本部での班コーナーj§?手入れすること，つま

し何かゆくえ不明のものがあったら，直ちに調査

り装飾などを施して，そこをきちんとしておく責

し，もしふん失しているものがあれば，代りを購

任を負っている。もし君たちが自分たちのヂンを

入する手配をする。

持っていたら，そこの器具類をよく修理し，室内
をいつでもきちんと整とんしておくようにするの

在庫品調査一定の期間一半年くらい－ご
･--.-.-.,,..＄FFqY1r4゛へIr-

と(て傭畠徽よ;用具ら在庫調査をやらなければな

ら榔苦hすなわち,が各品目ごとに見積り価格を表

示ljjlll鉱iizj雄にろいての完全で最新のﾘｽﾄを
ヘ「

ｆｂＯごＪ－b

は，備品係一クォーター。マスター－の仕事
である。

鰺ハイク係

●

作るのである。このリストには’単にキャンピン

もし君が，君の班にハイキングやキャンピング

グ用具ばかりでなく断=班のヂン（本拠）にしまっ

を大いにやらせたいと思うならば，君は自分の住

てある品目も含ある6－

んでいる地方で，出かけるのによい場所をたくさ

．．＄外、

このリスト旅をほんとうに役立てるには，各品目

ん知らなければならない．そのような場所を発見

について，状態は良好であるか，修理すれば使え

するには，ハイク係を任命し）彼に場所探しを大

るようになみか,;または取りかえる必要があるか

いにやってもらうことだ。おもしろいハイキング

どうかなど善笏わぜて記入すべきである。君と会

のコースや，よいキャンプ地をいつも注意して見

計係と備品係ｶﾒ頭巷そろえて，君たちの用具芝標

つけるようにするのが，ハイク係の仕事である。

準に持ってぐろために）班全体の資金作りと用具

彼は自分で出かけて行って探したり，また他の班

調達運動の計画をねるの｛よこの時である。

の班長や隊長その他の人々と話し合ったりする。

;－ﾄﾞ.;Ｉ･

へこい１１…ｌｊｒＩ

←内.、
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そしてよさそうiな場所のことを聞いたら,:彼自身

『､､I

で出かけて行って,’ほんと｡うに'班jM〔行きたがるよ

キャンプ地零ｌｂ４

うな場MIiであるかどうか薯確かめてくる。～、へ

場ｆ１Ｉ所Uijさびが丘イハー，iカニｒｒ５１－･〈汎ハーゴ

このようにしで彼は；本部から数キロ～10キロ

メートルの半径内で，あらゆる:種Ⅷ類のハイキングブ
やキャンピングに適した場所醤知るよiうになる。／
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特~■徴i傾斜した享原Ｌｌ森と湖が近い＞
距十難い101日！［トー＿

使用諭岬太郎氏に許苛録ifj：B尻Ｊ１「
槌云入所Ｕ山梨縣鱸郡111中鮒ムミイへ)し
竜、話LO5556＝2-014】

ハイク・キャンプ控え帳いかに優秀なハイク

到着方法富士吉田からパス～ぃへ，
車賃150円３km歩く

係でも．１ｺ分が調査したハイキングのコースや，

水よい井戸あｂ，北西に100ｍの地点

キャンゾ地の識､を１から10までおぼえておくこ

木

とはできない。そこで彼はノートブックを持って

食料鰯三二;頬王騨ご需蕊#議

いて,堵、中にそれぞれの場所について，その所

水浴ゴヒ方400ｍI乙湖一

.､．.?~:

山中氏の農場

．.Ｉパ・・・4％ｱｲ，；，・・

在地，そこに行く方法；見るべきもの，その他を

名ｗ､所近くに古鰄,洞穴あｂ

別表に鍬すよう,な書式で寶誉鋤のである.」
ず？～；?if'一・;:いご』

実施期日'７５．１１．３，，７６．３．２５，’7６．５．，５

これ:fd《Ｄノートのほかにハイク係は，その地域

そり他了砂の穴の中での織火をたく。蚊はいない（

キャンプ地ノート

や地図缶入手すべきである。５う匠分の１または２
．.:・・且ｔ・

呂卜゛‐；．,､３１．．．

万５千;)の１，あるいは，Ｗう少し詳しいものが

たすぺてのハイキングを示すような地図を作れば

ほしければ，１万分の１といった地形図を用意す

それは君の班の伝統を築き上げるのに大いに力に

るとよいｊ

なるだろう。

：臼ﾊ;:§にＰ．～い;ﾐｹﾞﾌ“>郷ｒｗｗふ

ｒ－けど１－:鐸:：.；$!（寺巾.い…。､へｌＴさ

これ『,の地図は，ハイキングの計画を立てるの

に用い葛｡嵩1挺ハ式ノキングがすんだ後でﾂＭ;ク係

所有主と連絡をとることもし君の班がクロス
．･･-.-..,.-0K℃Y-8.･ノ.,`.

．１．．ノ.．．．、

は,、Wこちが行って’きだ遙ころを示すたあにイゴ

カントリ;一℃ハイク老計画す署ならば，個人所有

ースを地図に記入するようにする。君の班がやつ

の畑や森の中を通る許可を，まず取る必要がある
かもしれない。もしまた新しいキャンプ

地櫻でギャンピング老やるつもりなら，そ
ﾛ..．,1..-.J.、

の士fihの使用許可ばかりでなく，まきを

集めて火をたく許可なども得なければな

鑿篝昌薑随一

らない。これらの許可を取るのは，ハイ

ク係の仕事である。それで，とれもの行
事を行う日時と場所が決まったら，ハイ

ク係は電話または手紙で，使用しなけれ

ばならない土地などの所有主と連絡をと
一・一可一可●

－－

り，必要な手配をしなければならない。

自転鐵菱ハイク係が新しいキャン

ハイキングやキャンピングの間中，ハイ

プ地を探すのに，大いに助けになる

ク係は,…所有主から出された土地使用に

.．～ｂｉｄ上ｒ

－４３－

灘羅騨i1灘；

グー

し口ｑ
、00

Ｉ狂長のてぴき

蕊重

ついての条件を各班員に理解させ，それをみんな

いかかるかということを，すぐに計算できるはず

に守らせるようにして君に協力する。

である。もしまだ値段を調べていなければ，キャ

その行事がすんで，班が再び家に帰りついたら

ンプの２，３日前に班員たちが彼ら自身の食事の

すぐにハイク係は，その土地の所有主に手紙を書

分担金を払い込むのに間に合わせるよう，その計

き，班にその土地を使わせてもらったお礼を伝え

算をすませておかなければならない。食料を買い

る。このような行事の後で，すぐにこのような礼

込むのに現金がいるが，お金は普通，会計係に払

状を出すようにすれば，今後も君の班は心から歓
迎され，その土地を使わせてもらえることは確実

い込まれ，それから会計係と食料係がいっしょに
なって買い物に出かけろ｡

である。

霧食料係
食料，これが食料係の責任である。班のキャン

ピングを成功に終らせようと思うならば，この仕
事もまた非常に重大な責務となる。この仕事には

鞍_vIollI’叫

君も想像できるように，料理とよい食物を作るの
に興味を持っている者を選ぶことである。彼はキ

二i諺i曇j御

ャンプ料理についても知識を持っており，品物芝
正しいところで，正しい値段で買い入れる才能を
待っていなければならない。

|，

食料品の値段を知るくよ(膜料係は,いつも

食料品の値段をよく知っ鰯<ようにする〉

班自体のメニューいやしくも食料係と名のつ

〆食料の購入キャンピング出発の前日，この２

く者はだれでも，班員たちの好む料理が何である

人の買い出し係は食料を買い入れ，それを班のヂ

かを発見するのに手間はとらない。それが分ると

ンまたはどこか斑員たちが集合する場所まで運ぶ

彼はすぐに，調理法の資料を集めることを始め，

手だてを讃ずろｄ肉や果物のように腐敗しやすい

班全体をまかなうのに必要な食料の分量を計算す

ものは出発直前に買い入れる｡,牛乳や卵や野菜は

る。そして，よい食料係はこれだけでは満足せず

キャンプ地の近くで入手できるならば，家から持

調理法についての資料をできるだけ多く集めて，

って行かない:で現地で入手するように手配する。

斑がキャンピングについて検討するときは，いつ

すベラEの、準備が整ったら,l食料係(よ，食料をスカ

え？●

でも朝食几昼食および夕食のメニューを提案する

ウトたちに分割してキャンプ地まで運ばせる６キ

ことができるようにしておく。～

ャンプ地に着いたら，再び全部老とりまとめて，

キャンプ期間中間に合うように貯蔵する。
経費を計算するもし食料係がほんとうに賢明
ならば，メニューに必要な品物，つまり肉，野菜

料理法を調べる君がちょうど班をまとめてい

その他の値段について，かなりはっきりした知識

る間に，食料係は主として班の料理の責任を受け

を持っていて．１回の食事にだいたいいくらぐち

持つｎしかし，激励と助言と積極的な援助を与え

－４４－

しり

ることによって，できるだけ早く各スカウトを,Ｌ，／
餡

りっぱな料理上手に仕立てる国とを肌食料係は目
標にすべきである。ィ，ぃ訂((食－７＿

〃

－１．Ｌ『．ｗ=

Ⅱぃ汗i1w

で保存できないようなものは処分し，さとう,ﾌﾞｲﾐ小；
麦粉，かんづめ類のように後で使えるようなもの
は，食料箱に入れて班のヂンに保管する６

１９

■＄

なかった食料を集める。次のハイクやキャンプま

Ｆ．

残り物班が家に帰るとき，食料係(よ使いきれ：

鐸

元気いっぱいのス

カウトをチヤマス

ターにえらぶ

と思うなら，チヤマスターにやらせてみ瀞とよい

.．．．’…．F・・

食料係がしっかりしていれば,:'腐敗しやすい物
一_▲~~い◆

は，残ったとしてもほんの少ししかないだろう。
．…で.ブー・〔イ＋：．

必要なだけしか買し､入れないようにするからであ
゛､.・’9．～-

．．．2J．き゛･‐９．．．－－「？.‘０

だろう。歌がうﾅﾆえて,;音感尖とリズ込感のある者
ならｊたいてい容易にラ、シバの吹誉方をのみこむ
ととができざものだ１６現&:い～１１~』～〆

j5．

…歌と演技：彼はまた歌の指揮者Kでもある。歌の

鯵チヤマスター＜歓呼係＞
チヤマスターは，その名の示すとおり歓呼係で

ある｡班の中に薮痙や力3つき(､蕃持老込み,君た
ちの叫び声に活気を入れ，君たちの歌に調和をも
たらすのが彼である。

種類はトーハイキングで歌う歌，おもしろい歌，ま
じめな歌，あらゆる気分に合う歌などたくさんあ

る。皆がどういう歌が好きであるか彼は知るよう

になる。～ｊ通：#いい１？に＞輔
演技もまた彼の仕事の一部である｡J寸劇などを（

’'9N-8

歓嘩藪蕊》毒ｿｰﾄﾞするいわゆる歓呼警
・,.．.、..・・-...4--

リードする者として，チヤマスターは，曲芸もい

くつか含めて，真のチヤリーダーになる技術を習
得しなければならない。自分の仕事(と変化を与え
､．-．「｡f､、

.．。．６斗．‐．.？．

ることができるように,いろいろな､↓ぴ声を集め

ておくように彼にすすめる。即座に何か新しい呼
～（．『￣～…一一ふれ‘、
ぴ声を自分で作れるようになっていればさらによ
し：’､..'..､’，

い◎、…～｣.

いくつか準祷し６斑賞に練習させて，隊集会の夜
やキャンプなどでず班員がいつでもそれを出せるミ
ようにしておく。～…＝γ>へ＝I～：‐

チヤマスクーは,｣自分の妙技を；ひろうしで班の

キインヲプデjイアに生気を吹き込むciぞじて2僻
ロハイキングの最後のところで班を元気づけるも
＝－．．３．

のもまた彼である６ﾍﾊｰ訂に秘へ:!:ｿﾞｰﾄｺ:－－

チヤマスターは；やるととばそう多くはないが／

熱意と興味樹鯛的に必要とする｡彼のアイデア

北寧いｉＩ、

班のラッパ手もし君の班:にラッパ手が必要だ
，Ｃｓで？■◆0

６０１一壱k〈．‘.．ゲヤに．、
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に皆力i藝乳ぞ瀞するほど,彼は皆に齢古れそい
城ﾌﾞjh:|雛らな(;ＭＦ衆の面前べ出て何か漬ろよ
うなときなど，:斑員の生来の遠慮を彼がす）夢とと

露瀞〒

鰯吻

え:Ｆ１Ｙｊｉｒ，‐；～

ができるほどｂ皆に好かれるような者でなければ

P学0

ならない。彼は魅力がある個性プラスアルファの

少年でな'ﾅjijii蕊らないの繕6野
ト､J■←
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趣竃が蓬
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との「斑長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した，四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，１９６３

年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活鬮中の班長藷君
の力強いよりどころとなるよう，そして次長や斑員の皆さんの，よりよい資
料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

Ⅲ班の組織(つづき）

合わせたほうが，君一人の知恵でしぼり出すより
は，もっと多くの名案を生むことができるもので
ある。

☆一心同体

さてここで，組織体の持つ雑多な仕事にもうい

こうして，皆が一体となって働き，一人ぴとり

ちど目を通してみよう。そうすれば一つひとつ

がその務めを果たすようになれば，いきおい,…だ

が，あたかも時計の歯車のようにかみ合っている

れもが班の行事のすべてに，強い責任感を自覚す

一・｡

ことがわかるだろう。君はいろいろ複雑}と分かれ

ている仕事を動かす，いわば時計の大きなぜんま

るようになるものである。

君が，班員の一人びとbに信頼を寄せ，班全体

いのような存在なのである。そして君が一つの歯

のために各自が最善巷尽くすように仕向けるなら

車を回転させると，同時に他の歯車もいっせいに

ば，これがひいては，全員の人格，指導力そして

回り出すのだ。たとえば，班の会計係は次長と記

一般的能力を伸ばす絶好の機会となるのだ。

録係といっしょに働き，２人に相談なしでは決し

☆磯通をきかせる

て勝手なことはしない。ハイク係と食料係は，二

しかし，何がなんでも－から＋まで，今言った

人三脚の関係にある。また演技係は，記録係に頼

ような組織どおりに運ぼうなどという，融通のき

んで歌を作ったり，妙技をひねり出すのを手伝っ

かない考えはよすべきだ。そんなに四角四面にや

り●。つ

てもらう。こんな具合に，お互いが関係づけられ

らなくても，ほかにいくらでも方法はある。ただ

ていくのである。

何をするにつけても,〈ある程度組織的なやり方は

こんなたく｡いの組織の上に立つ班なら，いろい

必要である。だから，大筋の点を組織どおりにや

ろなことが達成できろ。２つの目よりは16の目で

るのは君の自由だが，そうでなければ，君の班独

見たほうが，より多くのものが見え，８つの頭を

特の欲求とにらみ合わせて，君なりのやり方を案
－４６￣

溌騨鶏lil蕊糠擬騨i;i<;i蕊蝋i瀬蕊翻蕊i溌繍iR凝議l袋iii乱班長のてびき】i難き
結論を言えば，班の組織作りにあたって心得な
ければならない重要なことは，班員一人ひとりに
仕事を割り当て，班運営の任務老分担させること
であることを忘れないことだ。班員すべてが，自

分に与えられた務めを，効果的にしか&和気あい
あいのうちに果たしながら，足並みをそろえて進

蝋

むようになれば，君はそのうちに，りっぱな指導

者として自他共に認められるようになるだろう。
君の斑は，もう,一つのチームに育ったのだ。

Ｖ、班の集会
君はこれまで，班の指導とか，班精神だとか，

あるいは班のメンバーとかについていろいろ読ん
できたが，いよいよ班の活動に参加して行動に移
るときがきた。ということは,、それらについて話

げ

をするということではなく，実際にするというこ

出してもよいわけだ。

ただ，やり方はどうあれ，まずいちばん大事な

とを意味している。班のハイキングやキャンピン

仕事から先に手をつけトレかも派手にやらないよ

グはこれからやっていく。しかし班に対する君の

うにすることだ。

すべての夢を実現するためには，君は，班の定期

君はまた，できるだけ早目に，君の片腕となる

的な集会のスケジュールを組む必要がある。

助手を見つけなければならない。そして記録係に

班長としての君の主な仕事の一つは，これらの

は班の日誌をつけさせ，会計係には班の台所のや

集会で班の一人ひとりがスカウトとしての経験老

りくりをさせろ。これをきっかけに君がどんどん

積むことができるように，それらの集会を有益な

仕事を進めれば，いきおい他の班員も自分で仕事

ものにすることである。

をするようになるだろう。

スカウトとして必要なことがらについて班員だ

斑を一つの組織に乗せる秘け

つは，後にも先にも，班員たち
にある仕事を引き受けさせ，分

担してやってもらう以外にな
い。そうすれば，班員たちはい

つの間にか君の言いつけを待た

ずに，自分でその仕事をするよ
うになるものだ。ここまで来ナニ

ら，君の班の組織作りは，もう

i;j鑑iil1I’１;1iii
llilliMl1liiiiil鱗
=参

軌道に乗ったも同然である。
－４７－
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懸灘霧蕊露蕊露霧蕊蕊霧霧蕊蕊霧雨毒

ろに教え，またスカウトのちかいやおきての意味

ケ､,砦

5

を彼らが理解する、鋤け急のは｢ｷｨ班の集会にお
いてである。君がいっしょうけんめいやりたいと

い思う活動を選ぶのほこ露とであり，将来への尖りきな
１．．ｑ「｡｡-｡＄

計画を立てるの{もととであ'ろ6そしてまた将来の
仕事のだ耽君白身ど誉の班員たちを訓練するの

:jiljととにおい}でであるｄ君のスカウトたちが班精

i篝j轍鑪

神に目ざ珈一と-つのグルーラとして共に働き始め

熟

癒りは；班の集会〈ごおいてである。これらの目的

を果たすﾅこめIこは,班集会ぞ注して:もつことが絶
対に必要である。そして準備きえ千分整えば,集
…一程！&!）トー“・

会は正しくもつことができる。

集会を開く適当な場所を探しに出かけて行き，

もっともよい時間を決め，よいプログラムを作り

そして班員の空入ひとりにその役割を果たすチャ
ンス鱒えなければならない。このことは４つの
ポイントを考えなければならないことを意味す

夢;iii雲i；illii鑿讓i1i薑霧|Ｉ

る｡つまり
･汗》｡、';.！`

、どこで？ｗ`いつ？
何を？どのようにして？
Ｆ、'十ＷＷ

の４点であ鐙。どの公式を君はどこかで聞いた［
召÷；．～

とがあるだろう｡弓事実これば新聞記者が記事を書

－－＝－．陸.－

込める必要があろうか。～。

．4ノー､.....､,

き上げるときに用(ず着公式の一部分である。しか
．――【§､0-..`
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しそれは，班の集会にもちょうど当てはまる。

÷:＞どこで？＜〔’

②
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☆戸外で集会をもつこと

集会をもつ場所を戸外に見つけることは,～むず
かしいことではないはずである。ある班員の家族

おかしな考えを持っている班長が多い。なぜそん

はちょうど，この目的にかなうような場所を，庭
の片すみに持っているかもしれないのだ。
大きな都市では，運動場の一すみか公園のどこ

なことを考え』るのだろうか。スカウティングは戸

かで集会をもつことができるだろう。小さな町に

外;舌動である6fだから暴風か雨が君たちを屋内に

住んでいるのなら，町のはずれで集会をもち，ま′

班集会は屋内でやらなければならないという，

′‐

追い込むのでな；ければ，どうして皆を屋内に押し
…･…･･･････････…･…｡････…････bc…画･･…･…･……････････…｡…･･……...,…..…
ぞ＿

北真の戸外訓練をやり，集会をキャンプファイア

のまわりで;終えることのできるような場所を，見
つけることは容易であろう。

☆家で集会をもつことい《人

；言の班の会合のいくつかは，屋内でやらなけれ？(け

ｿﾛ〃iｌ

野．.､

1V!《２
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’÷製もい；板

し君が正しい種類の班長であれば，班国

薮!i蕊

iＥ
邸

の家でよい集会をもつことによって，そ
の両親のスカウティングに対する興味を
増すことができるだろう。

しかし，この集会は，プラス，マイナ
gﾉ西<蘭E扇

ス両方の働きをすることを忘れてはいけ

ない。すなわち，班員たちが乱ちき騒ぎ

をし，めいわくに葱るようなまずい会合

N-jiiPj篭！

をやったら，２度とその家に招待され巷

、5ﾐﾐ己

いばかりでなく，こんなまずい指導者の
もとで自分の子供を引き続きスカウティ

ぱならないこともあるだろう。そのときは，班員

ングに参加させることが，果たしてよいことかど

たちの家でその会合をすることから始めなさい。

うかを，両親は疑うようになるだろう。

最初の屋内集会は，皆老君の家に招待し，あとの

集会が斑員たちの家で行われるとき，班員たち

会合は次々に斑員の家でやるようにしたらよいだ

に軽い)お菓子や飲み物，あるいはアイスクリーム

ろう。そうすれば，特にスカウトに興味を示し，

などのもてなしをする母親もあることだろう。そ

班全体の後見役にすら喜んでなってくれるような

んなとき，君はまれな待遇としてそれを受け，感

父親に出会うかもしれない。

激の意を表しなさい。決してそれを当然受けるべ

異なろた家で会合をするということは，２つの

き接待であると考えてはならない。君と班全体の

よい理由がある。つまり，君は，君の班員たちの

感激の気持を表わすことを，決して忘れてはなら

両親を知るようになり〆両親は，君と君の班員を

ない。

知るようになるからである。

皆がお互いをよく知れば知るほど，よりよい協
力ができることになる。

班集会を，たとえばＢ君の家でもつことによっ
て，君はほんとうにＢ君を知るようになる。それ

までは，彼を班と隊の中の－少年としてしか知ら
なかったのが，今は，彼を家庭の一員として知る
ようになった。

君は母親や父親，そして家に対する彼の態度を

知るようになり，さらにスカウティングに対する
彼の両親の考え方をも知るようになる。このこと
は君が班のハイキングやキャンピングを計画する

ときに，大いに役に立つことだろう。ほとんど例

外なく両親は喜んで班を迎えてくれるだろう。も
－４９－
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班長のてぴき職壺
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☆班の'本拠での集会

ｐ-Ｍ＿■Ｂｒ■■－回

もてないような班では，もの〈ごならないから止め

班が班員の家の全部を知り，まだ両親が班員の

たほうがよい。

／:;ん

全部を知るようになったら，君の屋内での集会の

～し力'し君は積極的な班長だから，隊の活動のほ

ための恒久的な場所を考えるべき時である。れっ

かに，週１回の班集会のスケジュールを，しっか

きとした班なら，自分自身の本拠を持つように努

りと組まなければならない。
☆何日，何時に？

力するものである。

それは，場所というほどのものではなく，ガレ

ージや倉庫の片すみ，あるいは物置小屋の一部で

“班員たちといっしょに，週のいちばんよい日と
いちばんよい時間を決定しなさい。，

あってもよい。こんな場所を選んだら，そこで班

まず第１に〆隊集会とかち合わない日を選びな

の会合をもち，ペンキを塗ったり，装飾をした

さい｡たとえば，もし君の隊が土曜日の夜に集会

り，壁腫ロープの結び方の見本や地図やその他の

をもつならば，当然班集会のだＩめには別の日を選

もの老さげたり説窓作業をする。こんな仕事をす

ばなければならない。

ることで，班精神が培われていくのである。

火曜日の夜７時と決定したら，ずっと火曜日の

夜７時を守ることである。そうすれば何の混乱も

＞いつ？く

起こらない。班員たちも）また彼らの両親も火曜

集会の場所が決まったら，いつ集会を開いたら
いちばんよいかを決定することである。

日の夜は班集会であることを知り，皆そのように

計画を立てることができる。非常に特別な場合と

☆何回ぐらい開くか？

か緊急な理由があったときだけ，集会予定を変更

真に活動的な班逢もとうと思うなら，毎週班集

すべきである。このような変更は，ごくまれにす

へ..･ヨハ

｡．Rいい「・

会をも輿2?ｻﾞ奮飛あるかそれが君の班員を訓練し，

るようにしなければならない。
☆時間を守ること
で？､巴

どんな日であろうと，時間で

あろうと，時間はきちんと守る

曇砺

露

:ii毒1$鑿)

こと。「スカウトは信頼でき

る」ある場所にある時間に来る
と約束したら，彼は必ずそこに
来る。このことは，スカウトの

班にとっても当てはまらなけれ
ばならない。要は班員たちに時
間を守るように望むことである

一・・!.；!．｡ｗ､．
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寺へ:翻熟蒋漣

申し合わせた時間に会合を始

班の本illm鍵:優,班の備麺鐵露ｈﾊｲｷﾝｸﾞや

に従ってそれを閉じること。両
め，スケジュールに従ってそれを閉じること。両

キャンピングの準備をするのに十分な時間をもつ

親と隊から，君の斑は物事を正しくやるという評

最良の方法である．ある場合には，lか月に２回

判を得ること。これが班員たちの尊敬を集めるみ

の会合でもやっていけろ。２週間に１回も会合を

ちである。

－５０－

のてi:ji''1篭■/■
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この「班長のてぴき」Iま ,ボー'イスカウトア〆リカ連盟が,世界友愛のため

了晃．閂

に1950年に発行した１１A;四海 同胞(UniversalBrbtherhood）版をもとに，１９６３
年にとくに出版された日本 語版にもとづいています｡いま活躍中の班長諸君
⑥

の力強いよりどころとなる よう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資

斜となるように日本連盟が まとめなおして《連載しています。～～

６．〆’１．，．‘

遊蕊ときには大いに/遊ぶことを覚えるように望

Ｖ班集会(うづき)「いユ

む゜そしてざらに，班の仕事と将来への計画があ

ることを皆といっしょに篭えろ。

議何を？

ここに,Ｕ項目の問題をあげてみよう。庁

、′ｈ

．、へOｉ

１．．~‐！

どこ垂，いつ,．ということは重要であるが，班～■儀式（セレモニーー）､

の集会をよいものにするのは，その集会で何萎や'い短く美しく゜印象的な方法で会を開き，真の
るかということである。

￣～ﾏーL■Ｃ
上p●

い－’ぬいバズカウトらしい形で閉じるためのもの．

､｡’

集会には何を含めばよいか？この質問はもう…Ｆ｝点検（チェッキング）

一つの「何を」にさかのぼる。：Ｔ#Jﾉ'～索;口:仁鶯出席，)班費納入状況，進級，制服の着用状態

，

､門.゛｡'品0,-皇．.､－．
－，－￣■

すなわち君は，何をやり遂げようとするか？でなどの点検。

ある。スカウトの知識について，隊で（(若｛銚優指導（コーチング）

れ允班に君の班を推したいのであるが，それにはご(；にiT集会のいちばん重要な部分で，君と，スカウ

。.￣〈

片．..(」

あらゆるスカウト技能の訓練を必要とする。あるトティングについて知らて繕ろものが,他の班員
融子＞

いはまた，スカウト精神においていちばん優れたたちを，スカウトにとって必要なことがらにつ
班にしたいのであるが，それ淀は班員たちの熱意いて指導する。
ｉｊｆ:＿…
に火をつけ，彼らを鼓舞し；篭篭め集団を真のス
作業（プロジェクト）パfマー

カウトの班に鍛え上げる罰暹読を必要とする。君班員たちが覚えたばかりのことを生かした作

は班員たちが物迩茎や藩上と了もまりやろ仕事が

２．９．

，８，１

－$i;？

Ｍ-斗.鋒－－
･〆Y１，５，，＄：
P▲

業，また班の用具作ｂや班の韓行あるいは資金

あるときには，いっしょうけんめいそれをやり，ねん出の仕事など。〃；
－５１－

､学Wr--

’ず6＄
．’１．３

ーーグ

ハエハー

計画（プラン）

きるより以上のものを計画しなければならな

班○ハイキングゥキャンピング，将来の特別
'

１舌動など。

い。．

〔の４点をもういちど振り返ってみるとよい。

遊び（プレイ）

そうすればその全部にとってカギとなる言葉は，

プログラムに活を入れ，変化を与えるための
ゲーム，歌，余興など。

「計画」であることがわかるだろう。集会を成功
させるためには，よい計画を立てなければならな

い。ところでだれが計画するのだろうか。それは

麓どのようにして？

君の班の事情により，もし君の班がまったく新し

これらの行事ば，きれいにプログラムに組み込

いものであるなら，次長といっしょになってプロ

むことができる。しかしそれでもなお，班集会は

グラムを作りなさい。もしまた父親の一人を班の

みじめな失敗に終ることがある。問題は，集会で

助言者として選んであったら，彼にも計画に参加

何が行われるかではなく，物事がどういうふうに

してもらいなさい。

示され，集会がどういうふうに運営されるかとい
うことである。

また時間があるなら，君が実行することのでき
る二つのことがらがある。一つは，班を二人一組

班集会を成功させるためには，次の点に注意を

のいろいろな委員会に分け，その各委員会に次の

払わなければならない。

集会，あるいは部分部分を手分けさせる。委員会

1．君が計画することは，班員皆にとって興味あ

は重複するかもしれないが，それはたいしたこと

るものでなければならないｂ

で;さない。

2．スカウト一人ひとりが果たすべき，はっぎり

した責任を持たなければならない。

もう一つは，班の次の集会に皆が含んでおいて
もらいたいことがらを話し合ってから，紙片に白
色‐

3．集会は，各スカウトが何か新しいものを覚え
るように計画されなければならない。

分の希望することがらを書し､て帽子に入れ，班員
一人ひとりにひかせろ。その紙に書いてあること

4．集会の各部分は短くして，区切りをよくしな
ければならず，集会では，実際に行うととがで

がらを，次の班集会で責任をもってそれぞれやる
ようにする。
・工はハエ｣_君慧迄ﾚﾕｭＬ二２アニ副弓

蕊
●

誼り聯強

班の仕事を，ほんとうに適

材適所で割り当てるならば，

i鰯iｉ

班集会の運営はまったくやさ

しい仕事である。各スカウト

式、

⑪

に，それぞれの仕事のときだ
けその会を任せればよいので

､ﾐ薯二霊

ある。そして君は班長とし

いるいう篭巾形ﾌ粒グラム

いろいろとおいしい料理を作って， 班が成長するのを見守りなさい

－５Ｚ－

て，その集会をリードすれば
よい。

指導のところで〈よ，次長を君の助手として，君
がその圧に当る。

いろいろな作業を考え出すときには，備品係の

助けを借りろ。全体的な計画を取り扱うには，君

H１

は班長としてその任に当賓。班員たちが持ってい
るあらゆる提案事項を引き出してから，ハイク係

illI1響11Ｗ〔覺璽､望薑

を呼んで，ハイキングのコースやキャンピングの

場所について助言を受け，食料係からは，食物や
キャンプ料理垣ついての助言を受ける。

鳳飼

!’

同じような方法で始めるのが自然?ごろう。しかし

演技係は，もちろん,典遊び．の時間に責任を

君たちが頭巷しぼって，班狡自の儀式を考え出す

負う。そして閉会儀礼になって，再び班長が集会

のならさらによい。他の多くのものの場合もそう

をあずかることになる。

であるが，儀式の進め方は，斑長の考え方によっ

さあ，班集会の骨組みだけはこれでかなりよく

でき上がった。ではこれから，それに肉を少しつ
．、､.：．

(ﾅよう。

て異なる。儀式に威厳をも莚すのは君である。君
がほんとうにまじめで，しかも自然なやり方で儀

式を進めるということを班員たちが感じるなら，
その駿式は彼らにとって重要なものとなる。
これに反して，式のはじめ方が何だか不自然だ

○…………開会儀礼

と班員たちが感じろとしたら，儀式をやめてすぐ

君の班集会を儀式で始めなさい。儀式は士気を

鼓舞するのに非常によい。君がほんとうにこれか

ら仕事にかかるのだという気分にしてくれる．隊
集会の始めで国旗儀礼に慣れていたら，班集会を

点検の佳事にかかったほうがよい。
儀式の例広い

(1)班の本拠の壁にかけた国旗(ご向かって班員を
一整列きせデ敬礼(礼)を行う。
(2)各スカウトが，スカウトの

～ちかいとその重要性を考えて

１分間沈肌を守る。

(3)「私は名誉にかけて.２８…」
：`÷｡β

という言葉ではじめて，班長

力§ちかいの前文をいう。彼が
.,９．．．.悪（･-

言い終ったら，班員皆が「私

は名誉にかけて……」と最初

からちかいを唱和し，ちかい
の再確認をする気雫

－５３－

Ｃ－■

，■￣Ｄ
■Ｌ

【邑宙o､匙:云苫

■￣

‐0号ｏ－ＪＦ’0二L舌、’ｗ－巳､卯。｡‘、』

．.」狐趣寒r;垂`【

、クーーＤＯＬｊｂＦ■■－■■

(4)班内でいちばん新しいスカウトと古参者たく，
．１，Ａ

おきて巷唱fpする。

班長のてぴき瞬篭

!;雪雲

.ｉ少，

(5)記録係が人員点呼する｡1名;iitiを呼ばれたとき
ｊＦ

班員Iま返事をして，スカウトのおきての--つ，

たとえば「スカウトは人の力になる」などと暗
唱する。

(6)あかbを全部消して腓できるだけたくさんの
かい中電灯を国旗に当てて，国歌または連盟歌
を歌う。

(7)厚紙かペニヤ板で切り抜いて作ったスカウト
章を，あらかじめ壁にかけるか台の上に置く。

るものは，集会が始まる前でも処理できる。班員

たちが集まってくるにつれて，記録係は班記録簿
に出欠を記録できるし，会計係は，班員たちが整
列する前に班費を集めることができる。

班集会で確実にやらなければならないこと|土，

前の班集会または前の週のハイキングやキャンピ
ングのことを書いた，班の日誌や記録を読み上げ

それに向かって「名誉にかけて」を歌う。
(8)ローソク巷３本立ててともし，ちかいとおき
てを唱和するのもよい。

ることである。この報告は記録係が読み上げ，班

全体がそのまま，あるいは修正して承認する。集
会のある部分を進級問題に当てようと思うなら,/：

会を進める前に，２～３分費やして各人の進級記

○……….､点検
点検にあまり時間をかけてばまずM､。テキパキ
O

とかﾅﾆづげていくべきである。何か調査事項のあ

録を調べるのもよい考えである。

時どき，班員たちの服装検杢をやりなさい。斑

集会をもつときには叺班員は皆きちんと制服をつ
けていなければならない。君の基準を高く置きＪ
それを維持しなさい．

○.……:….指七導）
行動，これが指導時間中のあるべき姿である。
●

が二

実際に行うことによって覚えろ。これがスカウト

の前進の方法である。この考えで指導をするなら

ｗ唾,(スカウ瀧jijiWfの進歩の階段をまつすぐに上
『…￣口猟Ｔｆ;:…：?i蕊..～

鋤

づて行くスカウトであふれた，活発で積極的な班

丁4－．，き:；…
、｝,￣。

を，君ば持つことだろう｡/指導の時間が，班集会
一．．.～．．.＿’ｊ，＿

/ｗではもっとも大事である６ｆそれは集会の他のどん
な部分よりも先に準備しておかなければならな
い◎

．君が指導することがらをｉ君自身が十分知らな
･.､４難.･･､

､謬馳Ｎ農@

入いで!ま:5J:指導できないからである占君の助手と二
－５４－

人でその準備をしなさい。いっしょにやることを

■､6..円“み,竿･マ
ロ◆

１０，

－□

ガヒめ，そのやり方を決定しなさい。

、実際にやって見せてから，やらせろ。これを君

は指図すべきである。たとえば応急手当の場合，
君の助手を実験台にしてゾ人工呼吸の正しいやり
方をやって見せろ。その後で全班員に組を作らせ
て，お互いを実験台にしてやらせ，君と助手二人
で指導する。

このようにやって見せて，その後でやらせる方

法は，その他のスカウト技能，光遭えばロープ繕～

iP《;.．」‐ご’．．，

ぴ,信号法,旗の掲揚と降納およびし＝い方lﾊﾅ」

イブやjsの鋪き方;塔溢繊浦('ろことができ
Ｉ･6△_b

ろ。指導についての提案壱；君は班訓練の章でい
くらでも見つけることができる。君の班員たち

が，何の指導を必要としているかを見つけてか
ら，それに必要な要件は何であるかをきがす。そ
の条件のひとつについて，君の指導の基礎となる

提案を，この本から見つけ出すことができる。

○…………作業

（課題）を与えなさい。２，３その例を示そう。
隣の部屋から「助けてくれ'」という叫び声
がする。全員隣の部屋へかけ込み，－人のスカ

ウトが右の腕を折り曲げ,…握った手のひらから

班集会のプロジニクト（作業）の時間は叶スカ

ウト技能またはハンディ゛クラフト（工作）で占め
られるかもしれない。

血（赤チンキなど）を出しているのを発見す
る。「コップを割って手の動脈を切ったんだ」

とスカウトはうめ(Ｗ;差たは一人のスカウトが
足をひきずりながら,J:斑ルームに入るなりいす

に倒れ込み，「ひざをねじったんだ。ああ癌(、

スカウト技能プロジェクト

君がちょうど今行った指導のあとには，当然ス
カウト技能の実習が従わなければならない。たと

えば応急手当の訓練の場合，事故の想定をして，
廷班員.たちに効果的な応急手当を施すプロジェクト

痛い」という6F湯るい徴また，片方の腕を下に
して床に横たわっているスカウトが，「ああぼ
くにさわらないで＝〈)れざ頼tPo腕が折れてしま
ったようだ」とうめく。班を二組に分けて順番

に手当をきせ,]他の者は．自分たちならどうす

ｌｆ６゛

るかを考えながら５ｋＦそ`の手当を見守する。
班訓練の章ぞ読んで,'あらゆる種類のスカウト

技能についてのプロ1ジェクドを，いくらでも作り
出すことができる６Ｊ～て

－５５－

まil1H;’1塁 の竃ぴ篭
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この「遜長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した，四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，１９６３

年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長藷君

の力強いよりどころとなるよう，そして次長や斑員の皆さんの，よりよい資
料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

Ｖ班集会

(3)ブリキかん，針金やくぎでキャンプ用具を作
(つづき）

る。空かん，ブリキの切れっぱし，針金その他

ハンデイクラフト（手工）の作業
活気に満ちている班は，班集会中にやるハンデ

ィクラフトの作業を，二つ三つはいつでも準備し

を準備する。

(4)皮革，皮ひも，つの，クルミ，竹の節，羊の

骨，木の皮などで，ネッカチーフスライドを作
る。

ているものである。３０分もかからない短いのもあ

(5)棒や糸を使って，橋や信号塔の模型を作る。

るし,数回の集会にまたがる野心的なものもある。

(6)班旗のデザインをする。（'75,12月号５ペー

班の用具を作ったり，班の本拠の設備などが後者
の例である。

ジ参照）

(7)石けんに班のシンボルである動物を刻み，だ

簡単な作業を少し示しておこう。あ

罰jF4i；！

るものは少々計画を必要とし，他のＵ
のは班の集会にいきなり持ち出せるも
のである。（Ⅸ章班の工作参照）

(1)３０cm×５cm×10cmの木材から，何

霧li1jliiiZ濯繼&

か有用なものを作り出す。皆ナイフ
を持って来ること。

書ii1i1l-l言

(2)木の切れはしで鳥の巣箱を作る。
木切れと道具を準備する。

班ルームの新しい装飾は計画的に行いなさい

－５６－

Ｉ議図蕊蕊蕊図蕊i1鱗嬬灘i蕊徽篭ii義lijjiiKIjiii識蕊Iii繋蕊;劃班長のてぴき】職i：

(6)班の好きなキャンプ地に立てる，トーテ玄ポ

れがいちばん上手にできるかを見ろ。

(8)各自リノリューム（プラスチック）スタンプ

ール老作る。

もっと提案が欲しければ，Ⅸ班の工作の章を参

を作る。

(9)原紙を切りｊふりかけ法によって班の便せん

照のこと。

の頭書〔レターヘッド）を作る。

○・｡.…計画

⑩ベニヤ板で，各自の進級たてを自分でデザイ
ンして作ってペンキを塗り，班の本拠の装飾用

君の班がどんな種類の班であるべきかについて

君はかなりはっきりした考えを持っていろ。しか

にする。

し，班員たちは君の考えをくみ取り，希望を分か
｡■

-

ち合っているだろうか。

次に大きなハンディクラフト計画をあげてみよ

班の集会で計画を討議するときに，これを発見

フ。

できろ。ここで班員たちの熱意をあおるために，

(1)班の本拠のための家具を作る。または本拠に

君の将来への考えを討議するチャンスを，君は持

ペンキを塗り装飾する。

つことができる｡いつも班員たちのほうを向いて，

(2)班用テントを,デザインし，模様を作り〉材料

「次は何をしよう」といわなければならないよう

を切り，テントを縫う。

では，成功はおぼつかない。成功の秘けつは，君

(３１キャンプでバケツやたらいのような，班のキ

がいっぱい提案をもっていて，いつでも，「次の

ャンプ用具を作る。

,日曜日に乳滝へハイキング老やるのはどうだい」

(4)各自の用具入れ，用具入れのわく，物入れか

とか「来月，教会のバザーに手を貸すのはいい考

ごを作らせろ。

15）ある特別な行事で，班全体がインディアンに

えじゃないかね」とか「次の班集会はキャンプフ

ふんすることができるように，インディアンの

ァイアを囲みながらするのはどうだろう」という

かぶり物や，その他の道具を作る。

ぐあいに，彼らに働きかけることである。
〆￣

n面４Ｆ

=ijiiiL雲ilji雲
月々を楽しい班活動で満たしなさい

－ｓ７－

．：.：．

班員たちが考えていることをまず

麓

発表させ，それから，提案のどれが

実行されるべきであるかを決定す
る。これに関連することであるがjTj

班長会議が決定した隊全体のための
プログラムを，班員たちに公表する
ことは大事なことであるｂ君は，班

員たちの考えを班長会議に持ち出し
たわけだが,~今は〆班長全部で決定
したものを持ち帰ったわけである。
もちろん，隊全体の活動の成功のた

めに,/君の班は喜んでその分担を巣：
たすだろう。

大きな事がらについてみんなで計画を立てなさい

し遂げるかについてだいたいの考えを持つように

物ごとを計画する場合，君は君の
物ごとを計画する場合，君は君のグループのり

する。班の「大いなる将来」についての計画と夢

一グーであって｢ボス｣ではないと(、うことを，決

に君の時間を全部費してはならない。目前の事が

して忘れてはならない。君は班の一部分であり，

らについて決定を下し，記録係にその決定の記録

他の少年の一人ひとりもまたそうである。君の班

をとらせ，それから行動に移る。

／：‘{鯵’１･公

：)１．Ｄ

一●

はだれＭ;発言権を持ち，多数決で行動を決める
--...0-勺.O>･ロース･

君が考えなければならない事がらのいくつかを

小さなデモクラシーの組織である。政治につし､て

次に掲げておこう。

のリンカーンの有名なことば「人民の人民による

（１）次の集会のプログラムと，だれに何をやらせ

〕`･』'了｝!〉;し）･学ｉ－＜黙、鉾

．－－｢'Ａ`'『：/､一

人民のための］は’国にだけ当てはまるのではな
く，班に対しても同様に当てはまるものである。

るかを決める。
（２）ハイク係と食料係の提案を受けて，次のハイ
キングまたはキャンピングを決める。

計画に対する提案

（３）進級一班員全部を１級スカウトにするには

前もって計画芝立てなさい。しかしあまり先走

ってはならない。来たるべき２，３か月の間何を
『joy，

するかをはっきりと決めて，そのあとは，何老成

どうしたらよいか。

（４）制服一班員１００パーセントの制服着用を目
標にする。

いけにⅢ遜員の選定一だれを勧誘して班に入れよう
か。

(6Ｌ:(きんとうの班善行をやろう｡
(7)どのようにしてキャンポリーで最優秀賞老取

－５８－

ｍ_■●･勺ごOPp勺●■－－曰,~

抑'よｒで.『､．

｣１．０、。

＃･Ｊｐ#

Ｂ

ＩＩ

；Ｄｉ２１Ｌ

lよそのために選ばれたのであｂ，彼が登場する時

ろか。

(8)次の隊集会で何か実演するのはどうだろう

である。

か｡または次の隊1泊毛ﾔﾝﾌﾟで,何か新しい
キャンプファイアの出しものを二つ三つやった

ゲームＴき`;「

らどうだろうか。

班内でやれる楽しいゲームは，スカウト技能ゲ

△、.､叩：｡-

(9)どのようにして新い、テントを手に入れる

ームからイン羨可アン式腕相撲,~屋内動物狩り，
８０

キムス稀ムなど楽しみ本位のゲームに至るまで

か。

四班の財源を確保するために，どうしたら金を

-：.（･

無数媒ibろ。（ｘ・班の出し物の章参照）

得られるだろうか。～：

，巳･ム

歌

○……諸活動

歌のうたい方を知り，歌うことが好きにならな
゛ゼ８．.

「勉強ばかりして遊ばない子供はバカになる」
‘Ｊ，：.．．

~いがぎり，:君の斑I土まだほんとうの斑にはなれな
・率

といわれているが，班でも仕事ばかりしていると

（､のだ。ノ、イキングのときであれ，キャンピング

バカになる。これが君の集会に活を入れ，お()し

のときであれ，キャンプファイアのまわりであれ

ろさを増すために，ゲームや歌やイニールや物語

チャンスがあるときは,いつでも歌いなさい。斑

をとり入れなiﾅれぱならない理由である。～

集会を利用して新しい歌薯覚えなさい。（Ｘ・班

●、

.8.'0～．.：

君の演技係に本領を発揮させるようにする。彼

の出し物の章参照）

癒…ヅイエール

耳壱つんざくような『良いイエールを六つばか

り作って，元気いっぱい熱を込めて叫べるように
何回も練習する。（Ｘ、班の出し
物の章参照）
〃

ト､？（￣

物語＝

雲零W＝ﾗ雪ビ

「ぼくには話はできないよ」と

菱iii;ililjlii1iL11毒
DＢ、■

うい・キ

いう班員をそのままひっ込まさせ
てはならない｡Yとにかく始めさせ
ることだ。そうすれば班を正式の

話し手の集まりにすることができ

｡､．,-..｡〈

班集会では皆が楽しめるようにゲームの時間を持つべきだ

－５９－

るだろう。（Ｘ・班の出し物の章

;漣i(班長のてぴき)迄鴎繋識蝋鰯蕊灘襲i灘!(蕊騨ｊｉ懇i醗露灘製溺議

つくり上げ，、やすらにいこわん．と結

④

jIiiiii,ili翼,曇lｉＩ

ぶときにゆっくりとおろす。

（３）班のイエールで会を閉じる。

（４）班長が「準備はよいか」といい，班員

はいっしょに「準備よし」と答える。
（５）円形を作る。スカウト一人ひとりがス

''１/Eeir

1111Mil｣ii1

カウトサインをし，左手で左側のスカウ

蝋

トの上げた手首をつかまえさせ，「ちか
い」を唱えさせる。
（６）円形を作って立つ。前で手を交差させ

る。右手で左側のスカウトの左手をかつ

み，左手で右側のスカウトの右手をかつ

始めたときと同じように閉会のときも特別な瑛礼で終る

む。「別れの歌」を歌いながら，曲に合
わせて体をゆらせる。

参照)

班集会の間にやることについては，その章を参

(7)

班旗を中心において円形を作る。各スカウト

照するとよい。いろいろな班集会に必要なあらゆ

は左手で班旗の棒をつかみ，班の歌をうたいな

る提案を，君は発見することだろう。

がら，右手で敬礼する。

○……閉会儀礼
一●

ちょうど君がおこそ力>に班集会を
始めたのと同じ調子で閉会する。開

~こ手今ｉ

会儀礼のところで述べた提案の一つ
を用いるか，または次に示すものか
ら選ぶ。

(1)国旗に向かって－列に並ぶ。各

班員は三指礼そして順番に列から
－歩進み出ろ。

(2)模擬キャンプファイアの周りに
集まる。「デイ・イズ゜ダン(Ｔａ

ｐｓ）」を歌い，、うみに丘に空に
……．のところへきたら，腕をゆ

趣遍巨ｓ

重簔篝簔
唾皀＝

■。

ごゴー
ろ帆に稗味鹸た鰯こ－,全こすごぃ解ぃだ.’
一人で引っぱったり〆押したりしていたのでは成功しない
-６０－

餌圃18藩寧圏冨琵

;ij1j1:ｈｉｌｉ露‘

のてぴ毒
lＩＩＩ１１Ｉ１１Ｉ

～13～
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&鰯圀W鶴麹

ooOIUO．

[9．ｌと

ｺﾞrotherhood）勝
辻y成された日本冒苔肋

・・の。．

■

を与え，喜ばすようにしなければならない。だか

Ｖ班集会(つづき）

らパディ･システム（相棒方式）を採用したらよ
い。すでにスカウト活動について知っている者た

班集会を運営する

ちに，新しい少年たちを教えさせるのである。こ

さてこれまでで班集会についてのあらゆるアイ

の方式をくり返し，新入班員たちを古参者たちの

ディアの整理がついたに違いない。アイディアを

進んだ応急手当の実験台にしなさい。班にいる者

選定し，計画し，準備し，そして集会を遂行する

たちと彼らが必要とするものを，いつも心にとど

のは君の仕事である｡

めていれば，これまで述べたたくさんの提案事項

の中から，よいプログラムを選定するのに，さほ

☆選:定

ど困難は感じないはずである。：

君はすでにやりたい活動について，班員と討議

した。またズカヴド活動で進級ず着には，どうい

☆計画

う訓練を彼らが必要とするかというととも〆君は

いろいろな活動を選んだら，次にやることは，

.．0.拝,匠、0.9、↓．.~

丁FFT．‐メ．．.．～．‘＿

.，.dｏ．

．．｡.〒.￣へも-＄n歩

知っていろ。蕊員全部にし､ちぼんためになる事が
４．．．山鈩叔，

らを選定することが，次の問題である。

：￣．

､スカウト活動巷始めたぽかりの少年たちがおそ
らくまだ初級に芯達しない少年たち薯かかえると
．．，；－．

いう問題に,い多分ぷ`つかるであろう。ほかの者は
１級への途上にあるかも知れない。君は皆に仕事
－６ユー

それらを効果的なプログラムに組み込むことであ

る。～～し‐：:；に…い、

引次のページに示したような書式の用紙を前にし

て，君の助手一次長一といっしょに座りなさい。
君がやろうと決定した活動をその紙に記入し，そ
して各活動に要する時間を見種b，その活動に務

〈室．．一

ケジュールは物事を進行させる助

一の一

一集一

一山

ろ時間を記入する，このようなス

今月のテーマ

プログラム～１

－－－---－．￣ﾛ

一月一日一鶏二分空一時一分

集会場所

けになる。

－－－－－￣－－－－－一一￣￣･￣､

ー－－－‐￣●●￣￣

しかしながら，あまり厳密にこ

二厘三コ

動

れに従ってはならない。それは物
ＪＱｚＬ1

，．-ｂ`(-

1.，,

事を推進するためであづで?■))趣鯵’
.，.：

･や.（▽

まするﾌﾞこめのものではないから

'･ラ“い《：Ｉ

だ。たとえば，ある行事をやって

調査一’

一一一・－－．－－－￣~－－－－１

－－￣－－－－．－￣１

みて非常におもしろいと思う場

合，君のスケジュールがそうなっ
ていたからといって，わざわざ８

,指鑿Ｉ

ｒ－－－－－－

時05分かっきりにそれをやめる必

要はない。要は弾力性老持たせる

作業

２‘

---=---,-9~--－－

こと７ざ。已

藝副

☆準傭

画：

プログラム老振り返り，どうい

う準備や霧具が必要であるかを考ゲーム等ｉ
える。たとえば信号法，送信では－－￣－－ｉ

言はブザーを作り，通信文を書棚会儀礼Ｉ

トー
’－－－－－－．‐

き，紙とえんぴつを準備しなけれ’－－＿＿｣－－－１－－－－＿
沸蠣会を,汁iihiし運営する．もっとも効HL的さカリ(；よ，上:ﾆ示したよ
うなプログラム様式を用いて．アイテ「アを全部【』ﾄﾞき込むことである・‐

玉ならないだろう。

救急法のためには）ほう帯，剛この様式'二はそｊＬぞ北付ＩＥＩ'洲，分担壷圧巻の名前を記入する
ｇ・÷－．：．＝

に，さらに仮想で仕組んだ事故を’剛が設けらｵしてある。

まんとうらしく見せるための，メーキャップ用材同じように，班集会の計画と準備のよしあしは，
＿Ｐ!．``

４すら必要であろう。結索法の訂'１線には，ロープ?集会巷開いてみて初めてわかることだ。前もって
と２，３本の丸太が必要となろう。必要な用具のあらゆるものを準備し，まつすぐにプログラムに
・・②｡

）ストを作り，君の助手が班のだれかに責任をも飛び込むことだ。君の持っている材料をよく知り

っていろいろなもめ蓬簔ざそ菜ざ登る｡あるいは
Z、＿

.．．.`･ｒＬ、ノー抑
一Ｊ１．８°.:?．.`.:.．.．:..．、'6秒『.

君がやることに確信をもってのぞむならば，班員

雪自身その責任を負う．たちを目1つ張っていくことは非常にたやすいこと
．＿．；

☆遂ｉ１了へハエ汁ｗ、'ぷい■

を知ることだろう。そしてまﾌﾞﾆ，君の集会は成功
せざる巷得ないだろう。

ノｌＪ４－ト！ァ．、…・…・）．`．‐､．

「プデ鍬ングのおいしさは食べてみてわかる」それが集会をうまく運営する技術である。そし
司

りク
■

｡PＣ■'

一ｓ２－

､-０ｹﾛｳｑ・デー｡
６

▲ア

￣OHP

て幸いなこどにほ;その技術は,努力する班長なら
山■

だれでも獲得すること

､、JEEのでヨ

Ⅵ 班のハイ…
で.;if～ﾌﾞﾆｶ

i11ll;ii1i11臺曇

班集会を何回か重ね

そのうちに班のだれか
、ﾛ-....-.,..､P
｡"。｡｡,.、ハヴ

イキング蓬やるてとＩ

は？」といい出すこど
は？」といい出すことは確実であるbすると間髪

予期しないできごとがいろいろと起こって，君

を入れずに皆が「それはいい｡いつ行くごとにし

の指導ｶｶﾇ試されることになったりする。もちろ

よう？」「何を持って行くん泥い？」と応じでく

んどんな状態が発生してもうそれを処理し得ろと

る。君もまた行きたいと思うことだろう。その少、

いう十分な確信がなければ，君は自分の班老ハイ

年たちの一団をほんとうの班に仕上げるのが君の

キングに連れ出したいとは思わないだろう。単に

願いであり，ハイキングの上手な班こそlまんとう

物は試Uという軽い考えで最初のハイギシグ垂す

-FOOOpPO1U●B゛'-０

．Ｕ｢､.!…,

の班である｡しかし,■:二斑集会を運営することと，

Ｍキン'グをするどとには大きな相違がある。

…､L､1Ｊ．､
Ｌ笥筬.．．、_６６．．２．

゛･ミ｡､、ＯＬ･
．J....シー､･･百･･＄２１．FⅢ

．．ｒ；･了.`了:ﾐとjゾマⅢ渓

…詫肝ノー<｛

ることは許されない。

事がうまく運盗ように，すべてに計画を立て，
その計画に従って実行しなければならない。これ

☆班ハベクにともなう責任：

集会とＭｷﾝｸﾞとのもち幽夫き瀧逢点は
-.､.？ｒ

ハイキン:ｸﾞには集会の場合=よケも大きな責任がと
･・~｡.『§．..２．･

もなずと(ﾐﾗと芝である。屋内で行う集会には，
一．‘．；．；■４．６．..、へ、・・’－３．．「・Z.．

あまり危険はない６屋外の場合でも家iｵﾌ周りでや
‐…鐘.､1選”～‘み…～

ろ場合に【よ危険はない６－＋…い

はあらゆるスカクトハイキン，蕊鐘鰭の訓練蓬受け
,．．i・．，､？．．’

て初めて,~確実を期すことができｊ５こどであるウ

:雲芝三二懲竺二鷲蹴二
～、鷺ｘ

Ｆ,:､．．と．．,.，.が

ｸﾞで見せて`瀞＝蕊《蟻寮`蓬｢､。

しかし，君が参加しだウーダーのハイキングは

しかし，グループを野外に連れ出す場合には,～

めんどうなど三１２出会う可能性:出てくる6まず
交通の危険があり；通ってはならないがけや沼地
がある。野外で炊事する淀めに火を起こしｊその
･･P■QPQ#､

もつと役に立つ二と璋ら々。このよiiな’>イキン
ベ,;，

グは，少年幹部に班長の訓練を施すのに非常に童
・ﾄﾞゼ,.．￣ｂｊ．．－

要なもので秘まち蝋うi琶鑪会議壱行うために
ｒ､９・

・：６,

隊長や副長,:上級班長や班長７こちが集まるよう
(｝､:…

扱い方を誤って山火事に発展させたりするおそれビラ

にｉその同じメンバーがあらゆるハイク技能を習

もある。

得;載るために,;ハイキングに時たま出かける。君
「〈.～･ユｊ識．、ｉ

.？；．:`釘八・:n:;γ，:きず

ｈｉ‘．』

(まとのリーダーたちの班で，いろいろと楽しい思

いをするでロゼ)1ゑうｶｺﾞが同時Iこまた，他のリーダー
たちから君自身の班に用いることのできろ，いろ
いろなことがらを学ぶことになるのだ。
－６３－

☆ハイキングとは？
元来ハイキングとはＬ歩いて．

長い旅をする意味だったがプ現
在では実際にはほとんど歩かな

くても，野外に出て行きさえす

iil1iiiiiliii#４

艤

錫

一ｋ~熟

れば何でもバイキングと見なき
Ｔ･;』・－

れろ。

壷議譲

それで，これから説明するハ

イキングは，長距離，短距離に

!;〕9`うｉｉｉ;i三実

かかわらず，またまる１日，あ

るいは数時間であれ，班を屋内
から自然の中に連れ出し，自由・

裟

班は子犬みたいなもので， 健塵を保つためには，ときどき犬

気にあたる必要がある。

な感じを与え，エネルギーを発

２潅
２種類のハイキング

散させる待望の秀ヤンスを与えるようなものを意

便宜上
便宜上，ハイキングを２種類に分けてみよう。

味する。

三,,`’’101,,`1,,MOMi,`１Ｍ,M1`1,,M$ⅢIiMImMI0II`1,01,1110,ImiI1I0ll1IIMM1mM,1,111,,lMIIjjmliI11mIM1IIi瞥サンドイ
サンドイッチハイクとチョヅプハイクの２つであ
る。
ﾉｰ．

サンドイッチハイクとは，火を起こして料理を
Ｐ＝

する時間を省くものである。特別な訓練，たとえ

圏藤

ば信号，通信，追跡，自然界に関する知識の開拓
などの目的をもっていて，１分でも余計にその目
的のために時間を費したいときに向く。あるいは
火をたくことが許されない地域にハイキングする

場合，または何かほかに理由があって，食事時間
を短くしなければな'らないときなどに適する。
とにかく，サンドイッチハイクでは,.すばやく

食べることができて,しかも，後かたづけにもあ
まり時間がかからないような食物を持って行くの
ﾛ､G7D言

である。もちろん持って行くものをサンドイッチ

￣

＝
＝

名古屋第８O団今野明美量
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＝

にしなければならないということはない。創意に
富んだ，特に頭のいい食料係のいる班では，何か
もっと心のおどるものを考え出す。つまり，簡単

－６４－

:K戦
田上守辰口in

■

王IBE長のてぴ雲

‐-､､,Jfこ'紺j;,灘
胤入燵"ご剛Ｍ……‘

で時間のかからない食事を計画すること
である。

；，，

チョップ'､イクとは，火を起こすこと
と料理をすることが主な位置巷しめるよ

うなハイキングをいう。火を使用するた
めに，リーダーとしての君の責任力;より

重くなり，料理をするためには，出発前

&鐸霞ﾄﾞﾀﾞｺ蜜

に，より多くの計画と準備をしなければ

≦壷iii篝i二：
齢~麺

嚇

ならなくなるということは，容易に理解

ＷＫｓ、雷哺亭竪

できる。この場合。チ童ツプ．（厚切り
の肉）は必ずしもチョップにする必要は
なく，好みどおりの混ぜ方で，肉と野菜

をたき合わせてもよい。
最初の数回にわたるチョップハイクでは，班員

ることである。「もし，班員たちをハイキングに

たちに各自，自分の食事を準備させる．そうする

連れ出したとき，どんな困難に出あっても冷静に

と彼らは，２級スカウトの必修課目をやるための

対処し，それを乗り切るだけの知識を，果たして

訓練を受けることになる。後日，君の班は，キャ

自分は持っているだろうか」という重要な問題を

ンピングのための班の料理法習得を本格的にや

自分自身に投げかけてみることである。

り，班員たちに，順番に，透全体の食事を料理さ

君が隊長に，君の班員を初めてハイキングに連

せるようにしなければならない。

れ出す許可を求めるとき，その隊長は，ちょうど

￣●

同じような質問を彼自身にすることだろう。つま

班ハイキングのための指導力

り「この班長はハイキングに取り組んで，うまく

それをやれる能力を持っているだろうか？」と。

班のハイキングに関連して，まず君がしなけれ

結局隊内で起こることがらに対し，もっぱら責任

ばならないことは，君自身の準備はどうか老確め

～を持つのは隊長である。君が十分や

哩董

』i奏封

ごKY1iZ

れろという確信を隊長が持てなかっ

たら，むしろ君自身のために彼はハ
イキングを許可し江いだろう。もし
隊長が君はまだ班員をハイキングに
連れ出す準備ができていないと決め

零i霊夢

t拳i§

最初はうまくできないかもしれないが，慣れるまで待つことだ

－６５～

たら，その目的にかなうように自分

を慣らすまで，いっそう努力するこ
とが君の務めだ。

０一h．く

りざ０１
へ屯■●
ら－

ずl＋･＝＝

FlIli艫

の竃がき■■

●●

、■●ご

ｌｌｌＩＷｌ''''111
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との「斑長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した，四海同胞(UniversalBrotherhood）版をもとに，１９６３

年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の斑長諸君

の力強いよりどころとなるよう，そして次長や斑員の皆さんの，よりよい資
料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

Ⅳ=班のハイキング(つづき）
◇班長に必要な条件
君の隊長は,､:不合理な決定はアドさないはずであ

4．君は各班員の両親の承諾書をもっていなけ

ればならない。（その季節中を通じて有効な
承諾書をもらうこともできるだろう）

5．君はハイキングに出かける地域を十分知っ
ていなければならない。

る。君の§肋を試すために汁隊長ｶﾐ試みるテスト

がある。菅が班員を'､イキンダに連れだすのに同

-＆．〈

意する前にｹﾞ隊長は必ず次の諸点を考鼠し，最少
限，君がその諸条件を満たしていなければならな

いことを強調するだろう〈,｡；ん…／
Ｌ測鋤級鰄ワ:卜章蓬獲得していなければ

～ならない｡,鱒:rか八．ｕﾚｰ
ｰ２－君は少なくとも４回は隊のハイキングに加

力匂尤経験撚はれI黙らない。
３．君銭少なくと坪iJb泪間,班長としてりつ

凰鐘孟問二三

窒曇二二

ばに長`zl仕事誉”;≧lﾌﾞ筵という経験をもっ
ていなければならない。＿

君がハイキングに出発する前に，隊長はまた次

の事項についても，念巷入れることだろう。

▼

－６６－

６．もし調理ハイク老戒る:のなら〈ｏ火起こしや

料理をする許可を，行先地の所有主などから

何を？
…ハゴ７J■＝

。ＩｏｂＯ

ハイキシク摩は，どれで&はつきｂした目的巻もy學

もらわなければならない｡くい
.｡、．

以上の条件を読み返し･てみれば，その条件の一
一．．‘１，

たなければならない。「われわれは何をやりたい

．?七$Ｆ；･･･

っ一つの意義と重要さがねがるばずである。

か，また何老やらなければならないか。スカウト

技能，たとえば救急法，信号法，追跡，地図作

◇最初のハイキングヘの援助

；；･

製，料理などの訂|I練がわれわれにとって必要か？‘

普通は，斑の最初のうちのハイキングには，隊

･･･－５１６？‐弓〃

自然観察ハイクとすべきか？あるいは歴史ハイ
…ﾂﾞマサ〆

長（または副長あるいは上級班長など）が２，３

クとすべき力>？」などを考えて決めなければなら

回同行する。これらのリーダーは，いっしょに行

ない。君の班員の何人かにまだ初級の者がいるな

くからといって，別にやることがあるわけではな

ら，君は彼らが２級課目をやりとげるための作業

い。君が班を指揮していくのに

割

干渉しないし，たぶん助言すら
しないかも知れない。ただ彼は
そこにいるだけである。

；

ハイキングの計画
それでは，班のハイキングに

とって必要な計,画をいっしょに
￣、'．…’１．．

やってみよう。

定例集会でハイキングの問題
を君の斑員たちにもち出す。ハ
~＝が。ＭユJLZL房ユ」一つＵ￣｡つ“$ソ。夕、

イキング以外の行事の期間|ま終

'てｆ・パダ入･

信号法は戸外の長距離スポーツだ。ひんぱんにそれやることだ
．,、．

？…ノ

って，君はそれらをたっぷり楽しんだ(まずであができるように，おそらくスカウト技能ハイクに
，？．『ｊ

ろ。さあこんどはハイキングの計画Iごとりかかる」決めることだろう。

のだ。２級スカウトであざ班員たちは，同時に１級ス
そこでａとつの方式をもと)う。、

カウト課目に挑戦するために自分を訓練するとと

班集会を計画したときの「いつ,；どこで，なにができろ。君の班員たちがズカウティングで進級
1..？←､

を，どのようにして」を思い出してもらいたい。

するにつれて，その他の種類のハイキングをやつ

順序は違うにしても，同じ原則がハイキングの場ていけばよい。
合にも当てl主誉ろ。つまり「何を，どこで，いっ

：：、

そう，君の班員たちは何をいちばん必要として

どのようにして」の順序である。，いるか？信号法？そうであれば，何か長距離
今からこのポイントを－－つ－つ検討していこうの作業ができるように，視野のきく広々とした地
で、１．㎡
．,函守4．ゴー

１１，．｝、．ｆ／・．；

＝６７－
・７‘･Ｗｒ

－￣・・６．・・

18,≦！

域に皆を連れ出したいと思うだろう。

総道路は危険であり，美しい場所も少なく，コン

あるいは追跡？そうならば君の行くべき所は
~：9..←，`・

森林地帯である。

クリートの路面を歩くのは非常につかれるもので
ある。このような道路の代わりに脇道を行こう。

料理なら？そのときは許可を受けることや，ま

き，水などを考慮に入れなければならない。

間もなく気に入るようなハイキング場所にぶつか
るだろう。

スカウト技能訓練は，それぞれに適した地域を
必要とするのである。

しばらくはそのお気に入りの場所にだけハイキ
ングするとよい。しかし班員たちがその場所にあ
きないうちに，他の場所をさがすことを忘れては

どこで？

ならない。ハイク係がの本領を発揮するのは，こ

君の班組織がすでに活動しているなら，ハイク

のときだ。

係の助言に従えばよい。もし；ハイク係がいなけ

いつ？

ればこの質問を班員全部に出して，その提案を検
討し，ハイキングの目的にいちばんぴったりする

ｺｰｽと場所を決定する5？

まる１日のハイキングをするのはいつがよいか

ということについては，あまり問題はない。答え

参考までにヒントを少々あげておこう。

は日曜日か，あるいは何かの休日である。

もし君の班が新しい班ならば，短いハイキング

半日ハイキングには，やはり日曜日などの休日

をすること。３～４キロメートル出て行って，ま

をあてることになる。いずれの場合でも，もし君

た同じ距離を帰って来るだけで士分である。バス

の班員たちが宗教の義務を果たしており，そして

の便があるか，あるいは班員の父親が自家用車を

隊長や班員たちの両親が許すならば,＿その日にハ

提供してくれるならば〆ある
￣･

■

地点まで車で行き，そこから
短いハイキングをして目的地
に行くこともよい。だんだん

歩く距離を増していくこと。
これもまた訓練である。君の

班員たちに歩くことに興味を
覚えさせることができれば，
だんだん遠い場所をハイキン

グの目的地として提案するよ
うになるだろう。

守らなければならないルー
ルは，幹線道路はさけるとい

：

心

壁

、層

[Ｉ

愛

何がなんだか分らないよ。だって見えないもの

(アメリカ連盟「ポーイズ・ライブ」より）

うことである。国道などの幹

－６ｓ－

喜んで力を貸すということの一睡の証拠となる。

イキングをやってもよい。

班集会を班員の家庭でもつことに慣れ，両親た
☆出発の時間

ちが君と君の班員たちを知っているならば，許可

日は決まった。こんどは時間である。終日ハイ

書を取ることはそれほどむずかしし〕ことではない

クの場合,午前８時は，出発によい時間である。

はずである。

９時以後に出発してはならない。朝寝ぼうしてい
９時以後に出発してはならない。

両親たちが君や班員を知らないときは，知って

てはハイキングはできない。

午後のハイキングには，皆が

ご』塁＝

同意する時間を決めなさい。
コースの一部分をパスなど

で行かなければならないとき．
(ま，予定の時間に目的地に着

ID

くように，時間を計って出発

零づ

する。

！

☆帰る時間▲､

帰る時間は出発の時間と同
嚴に重要である。班員たち

壱i窪ニラ
畳ﾐﾆ誉三三

巨凶■[夢

錯応

ケ

紳士は時間を守る。君の班員たちを紳士に仕上げなさい

}よ，帰る時間を両親に告げなければならないし，

いる場合よりむずかしい。この場合，君がやるべ

その時間ぱ確実に守らなければならない。．

きいちばんよい方法は，班員たちの家庭を訪問

し，両親たちと話をし，君がやりたいことを説明

どのようにして？

することである。

この、どのようにして、の質問によって，実際

の準備が始まる。両親の許可を得なければならな

いし，輸送方法を調べ，食べ物と用具について決

定し，費用を計算しなければならない。．

許可書は，たとえば次のような簡単なものであ
る。

「(名前）が，５月５日午前９時から午後６時
までｊオオカミEBIのハイキングへ行くことを許可
します。署名｡」

☆許可

班のハイキングに出発する直前に，班の記録係

許可書，特に班の最初のハイキングではそれが

に命じて許可書を集めさせろ。あるいは許可書を

必要である。両親がその子供をハイキングにやる

班ハイクの前の班集会のときに持って来させるよ

のに完全な同意を与えたことを確めるために，君

うに，早く計画すればさらによい。

はそれが必要なのである。それはスカウティング
の中に「戸外」の要素を入れるのに，両親たちは
－６９－

もちろん君の隊長はハイキングのことを知り，
それを承認しなければならない。

☆費用

輸送には金がかかる。だから交通費を含むハイ
、:ススト)･ソＪ

キングの全般的なことｶﾒらを決定する前に，班員
たち皆がｂその費用をまかない得るかどうかを確
かめなければならない．もちろんこれは班員たち
を困らすような質問をして調べるのではない。あ
るハイキングが，何名かのスカウトにとって負担
が多すぎると君が感じたならば，そのハイキング
は取り止めることである。両親は喜んでその子供
0.；.｡

のために多くの犠牲を払うものであるが，もしス
：;ＬｗＹ１ｉ－，．…炉
カウテォィングが，そんなに金がかかるものなのか

と思うようになると，勢い自分たちの息子をスカ

☆輪ｉ篭：<ユツ

ウトにするだけの余裕があるかどうかを疑うよう

町から相当離れた地点から出発しようとする,と

…#iMになる。
:)',

゛い

きは，パスや電車，あるいは鉄道の便を調べる』２A

汚苧，もしどうしても金のかかる何かすばらしいハイ

〆十｣:ツＪ

要がある。またもし斑員の父親の協力が得られる

－糸ングをやりたいのであれば，班自体でその費用

なら，２台くらいの自家用車を都合して，班員を

・を生み出せばよい。

出発点まで運ぶようにするのは，簡単なことだ。

☆集合場所；←
し..o･･oｹﾞ：。-

もし班の本拠が便利な所(こあったら，君はそこ
からハイキングに出発することを望むだろう。そ

､空守

うでなければスカウトのうちの-人の家が;菓苔

DB’

場所としてもっともよい所に位置しているかも知

れない｡もしバスか汽車で行くのであれば〉パス
停留所か，駅に集合するのがいちばんよい考えだ
ろう。
ｳｬ

!【ノ融霊
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この「班長Cqて露鋤蝋,ボー刻〆カウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

に1”0年に発行した，四海同胞(UniVetsaI曇rotherhood)版をもとに，１９６３
年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸言
.-,6..8゜

｡

の力強いよりどころとな苞よう，そして次長や班員の皆さんの，よりよ↓償
5４０‘

料となるように日本連盟力:まとめなおして，連載しています。

Ⅳ班のハイキング(つづき）

食物にはあらゆる種類のものがあるが，ハイキ

ング向きのものにもいろいろあるコチ亘ヅプハイ

◇最初のハイキングへの援助

クの場合は，次のことを考えてよい。つまり，生
・・－，Ｆ，ｉ・』．‐・

どのようにして？：

の材料（パソを除く）を持って行ってy､器只:なし
で，あるいは器具を使ってｊ昼食をとろどころで

☆食物

斑の最初のハイキヱグでは，スカウトほ各々家
一●

から食物を持参する。サン･ドイッチハイクの場合
は，でき合いのサンドイッチを持って来てもよ

い。しかし，班員たちがそれぞれ材料を持って来

て，野外で料理するならば，食欲をそそるよい食
事をとることができよう。

料理をする｡ここでもいろいろ好み６，t錘のを選ん
でよい。食料係に献立表壷調べきせておく。
,，､！～
．灰．～；

■．iハイキングの用具．熟
、ｆ＝．

☆ﾊｲｷﾞ(”の服装■
〈１．．．

ｒ・

必要なものＭカウトの制服,遠出に適する<
～うとく豆賑ゴー験へ

~:Ｗ－､ｑ

ｉ
Ｊ.；;；此

必要なときlと持参するもの：レインコートまナニ
'よﾎﾟﾝﾁ萱ｻｼﾞ…ヤンパーまたはｾｰﾀｰ

班員たちlご’必ず正しい種類のはき物をはかせ

雪髻iii蕊i薑ｉｉ臺壌
ｃ←

るように』し戦ﾅれぼならない。底の薄(、運動ぐつ
はハイキングの場合は全く認めちれない｡遠の合
．！＿．「・

遷菫参７

わないくつやくつ下も同様であるｄごミル１１:曵ｆｉ趾、

足の｛まめのためIこびろ{とを引いている班貝とハ
7１－

王狂長のてぴき

蕊

イクするのは，あまり楽し

いことではない。「ハイ禿

ご竺臺

曇

ングの仲間と，ハイキング：

用のくつは，古くからのなＩ
じみでなければならない」

壷己統

ということわざがあるくら

いである。内側がまっすぐ

熟iI1MI塵

で，足の親指がまっすぐ前

二ｎ口

方に伸びているようなくつ

がいちばんよく，前方は全

スタイル（かっこうのよい）シューズと，スマイル（ほ

部の指が自由に動けるよう．ほえみ）シューズがある。正しいものを選びなさい
に広くなければならない。かかとは蟹〈福広で，クーやジャンパーは，寒い天候には着心地のよい
革は軽くしなやかでなければならない。制式のポ

ものである。制式のセーター以外のセーターは，

一イスカウトシューズは，これらの特徴をみなそ制服の下に着るのが，スカウト式の着かたであ
るえていろ。

ろ。とうすれ窓，君はどこへ行ってもスカウトで

新しいくつをはいてハイキングに行く○は，大あることがわかる。服装についてはこのくらいに
きな間違いだ。新しいくつは，家にいるときに，

して他の用具のことに移ろう。

:まきはじめるべきである。

☆個人用具

三讓二(j諺
鰄拶

必要品：ハイクザック，コップ，ナイフツ細ひ
も（ロープ)，筆記用具
編忌⑨

s夢

必要に応じて持って行くもの：マッチ，コンパ

ス，水筒，炊事用具，カメラとフィルムなど
班員たちが，各自弁当の入った紙袋などを持っ
て歩いているのは，あまりよいかっこうではな

い。班員たちを激励して〆食物や用具を運ぶため
くつ下は，足にぴったりしたものでなければな

の小さいパックを作るか，あるいは手に入れさせ

らない。長すぎると，しわになってイライラする

なさい（需品部で売っているハパ寵ヅクは，肩か

し，短すぎると，足指を自由に動かせなくなる。

ら下げたb，背負い式にもなるので便利だ）。あ

木綿でも毛でもよいが，どちらかというと，夏冬

るいは班全体で使用するために，班のキャンピン

を問わず毛がいちばんよい。

グパックを２個持って行くのもよい。班の食料を

もし寒かったら，班員たちはそれ相当の身づく
ろいをして来なければならない。スカウトの七一

みんなそれに入れて，班員たちに交代でそれを運
ばせなさい。

－７２－

JIK〈鑑 班長のてびき
必ｈ＝､ヨ､

畷;#;:鰯ｿ懸蛎一(;奥鰯蝋蕊i露ｊＦｽｰﾐｰ蝋
＜ハイキングの個人用具＞

霊夢露
ついjフ、

水

ハイワザルワ

鱗

■

､方米
7ＷJ1ﾘﾄﾅｲﾌ

でｿテ

蓬p三三:馨臺雲

参震髪３ 曇曇婁夛
軸碇

蓬託用具
班員たちには，必ずコップを持ってこさせるよ

法は，パラフィンを溶かし，それを火からおろし

うにしなければならない。ただし，アルミのコッ

て少し冷やし，マッチをその中につけてから取り

プから熱いものを飲むには“革のくちびるとプラ

出して乾かすことである．マッチの周囲を囲んで

イヤーのような指,,が必要となる。

いるパラフィンが，マッチの湿るのを防いでくれ

コップを使う度数の多いのに君は驚くことだろ
う。コップがあれば，－人の水筒から数人がロを
つけて水を飲む非衛生的な習慣を止めさせること

る。もうひとつは，マッチに透明なツメ磨きを塗

る簡単な方法もある。
ニーニーーーー＝翅

もできる、－…

Iｆ

スカウトのナイフは,.なかなか便利なものだ。

了灘

それを研ぐことを忘れてはならない。

細ひも（ロープ）は，班員一人一人のポケット
に入っていなければならない。

小さいノートとえんぴつは，上着のポケットに
入るだろう。ハイキング特修章のためのハイキ

罎雲

ングの日付と距離などから，自然保護関係の技能

オリエンテーリングやクロスカントリーに，方

章のための，鳥や動物の名前，その他にいたるま

位磁石は欠かせない。班に２個もあればよい。シ

で，ノートに記入することがらはたくさんあるで

ルバーコンパスは,制式のコンパス冠あり，たい

あろう。

へんよい。

マッチは防水容器に入れなければならない。写

ハイキングのスナップ写真を撮るために，だれ

真フィルムのケースや猟銃の空の薬きょうにコル

かカメラを持って行けば，それはすばらしいこと

クのせんをして使用してもよい。もうひとつの方

だ。結局，君のハイキングは，ほんとうに歴史的

－７３－

なことがらであるから。この仕事は，班の記録係なら，ボーイスカウトベルト救急ケースが手ごろ
にやらせるとよいだろう。班の記録帳のために写ふみだろう。
真を必要とするのは彼である。

班旗Ｉま，もちろん君たちがどこへ行こうと，そ

マ｡．!ｎ６

Ｊ－

ハイキング途中の水の心配があるなら,-班貝ﾌﾟﾆれ:士君たちといっしょである。

ろば家から水筒に水を入れて持って来させるとよ君がこれから行こうとする地域の地図を持って
い･アルミ製で，カバーのある水筒を用いる。汚くとと。地図を使用することによってしか，君

次は個人用の炊事用具である。需品部は，すぱの班員たちは，地図が読めるようにはならない。
らしいキットを売り出している。しかし班員はだ国土地理院の地形図がいちばんよい。容易に出し
れでも，その最初のハイキングのために，自分ｏ入れできるところ，たとえばポケットか〆地図ケ
家の台所から，小さななべ，ポット，さら，フォ－スに入れておくとよい。
－ク，ナイフ，スプーンなどを持ってくることが

火をたくつもりであれば，１～２丁のなたある

できるａいＩよわのと，ショベル（折りたたみ式がよい）を
-．『.（芝｡,＿･

葬って行くこと。ショベルはおのよ（)も犬切であ

9｢8-９●△。

．〈，、１．;

☆班の用具ろ。まき老手に入れるために〈よ，君}よ＋中八九ま

必ず携行するも゛の：救急箱，班旗，地図．では，なたやおのはいらないだろう。班の火を燃

必要に応じて擁つもの：班の炊事用具,信号城，やし続けるのに必要なかれ枝は，普通周辺にある
なﾌﾟﾆまﾅﾆはおの，ショベル，ロープなどものだ｡もし木の枝をなたで切らなければならな

救急箱は，起こり得る緊急事態lご必要なもの．：、とすれば，それは生すぎて，あまりまきの用を
￣ベメ;・・

すなわち，消毒ガーゼ，Ｉｆうたい，テープばんそなさないだろう。

うこう，軟:こうなどを捗っていれ感よい。君の班「ポキッと折れなければ捨てよ」ということわ
く班のハイキング用具＞

短O

澪 iuijl

Ｕ、

ii蘂二

１１

一

救急箱

Ａ;!，津島PＩＬ

iiji
一一

WliX事用具-ﾋｯﾄ（ｽﾞﾙﾜｶ）

答１
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信号旗(単樺）

、修三≦』￣
－７４－

~Ｅ・志の

（さやイォ）

OＱ７

ざを忘れないこと。一方，火をたくところと便所

9gzi塗

を準備し，後でそれを埋めるために）ショベルは
どうしても必要である。

ｻﾞ弧】

ロープは非常に役に立つ。ボーイスカウトロー

iｉ三二二ｊｒｃ層↑Hifm1J

プの１～２本，５メートルから７～８メートルの

長さのものが本領を発揮する。

特別な活動には，特別な用具が必要だ。たとえ

ば信号通信をやるなら手旗または単旗信号麓，追

ることである。…こうすれば，ハイキングから最大

跡の訓練をするのであれば，それに必要な用具を

の効果老引き出すことができるだろう。．
￣ｉ

必要とする。要するにそれが何であれ，君がやろ

～い～い～トバ。～

出発と帰着の時間を書き込tl･昼食の時間を決

うとするスカウト技能訓練に必要なものは，何で

める。それから実際のハイキング，スカウト技能

も持って行き，君がそれを必要とするときに，い

ゲームおよび作業などで時間老埋めていく。次に

つでも手もとにあるようにする。わずらわしいこ

－つの例を示そう。
◇

とは，備品係にまかせることである。

◇

廷~「'

＜元原への班バイク＞ｉ

◇最終計画

９月23日（秋分の日）

ハイキングについての討議は終った。全員がそ

:；,.．；ざ-．．，－

８：２０本拠に集合。用具○点検二

の決定に参加した。ここで同意したことがらをと

８１;４０公園広場でバスに菱ろｓ

りまとめ，最後に細かい点をはっきりさせるのが

ｉ９:３リ川端通`り弦＝ミナル到着。ハイキング開

班長としての君の仕事である。班員たち全員が，

始。川の西岸老通ってみどり湖に到る。

あらゆること，すなわち，どこに，いつ集合し，

へ…自然研究骨樹木；植鞠，鳥ｊ動物の足跡

何を持ってくるか，などを完全に了解するように

１０：４０元原のキャンプ錐倒藩6i長距離信号通信

努力しなさい。いや，それをどこかに書きとらな

の訓練。その後火をたいて食事の用意。

いと全てを覚えることはできないだろう。必ず班

１２：２０昼食。食事の後片づけ。パッキングＯ仲

員(鐘:ちに，用紙かノートプポックに似詳細を書きと

.!｡･..｡qopcCp

けし、６ヒル‘

らせるようにすることである。」
もう一つやれば準備完了ということになる。そ
れは，出発する前に次長といっしょに，その日の

活動の榎略と，それに対する時間割りを作り上げ

、１

１３：２０ゲーム。

14：00キャンプサイトの調玄。帰路にづく準備

14:２０はと原の新しい祷菫で)《1ｲ,＝ジグ｡そこ
：４‘：．.

からパス乗り場まで行くつ

.、．．-．｝．二

１６：４０パスで川端通りを出発。

蕊

．－.）Ｐ．

’：..'

１７：２０１i[、本拠に到着。解散。

．。！..：、

１８：３０約束どオゴb班量ﾅﾆち!±寮に帰りつく。
'｡‐〆DpbBGR
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この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した，四海同胞(UniversalBrotherhood）版をもとに，１９６３

年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君
の力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資

料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。．

班のハイキング(つづき）
ハイキングへの出発
ついにハイキングの日が来た。雨が降ろうが，

天気がよかろうが君たちは出発する。どんな天候
でも，スガウティングに悪いということはない。
班長である君は，皆より少し先に班の本拠に到着
する。すでに何人か到着していて，ハイキングの
見込みについて，いろいろと語り合っているかも
しれない。

「原田がまだ来ないよ」「まだ時間があるき」
「君，譲二は来ると思うか」「来るとも，きっと
来るよ」等々。

ついに８時20分になった。班員たちは皆到着し

た。皆きちんと制服を着ている。用具はきちんと
パックされていろ。必要なものが全部そろってい

るか，もういちど点検してからいよいよ１日の冒
険の途につく。

時間の余裕をもって，列車かバスか電車の待つ

ているところに到着する。間もなく全員乗車だ。

｢スカウトは礼儀正しい」
公共の乗り物で旅行をしている間，スカウトは

どういう態度をとるべきかを知らないという批判
を，ときどき耳にする。車中で叫び声をあげ，か
■

け回!)，ちょうど動物園から出て来たばかりの動
物みたいにふるまう。わくわくするあまｂ，そう
なるのだろう。しかし，多くの場合，見せびらか

したいという欲望が，彼らにこんなふるまいをさ
せるものである。

スカウトへの非難が正しい場合が多い。行儀の
悪い一つの班が，スカウト全体に非難を向けさせ
るものだ。パスや列車に長いこと乗っている間，

元気いっぱいの少年たちのグループを，静かにさ
せておくことはできるものではないし，そういう

芸当が君にできるとは，だれも思うまい。たいて
いの人は，ピチピチしている少年をながめるのが
好きである。かと言ってこのことは，少年たちが
紳士らしくふるまう必要がないということにはな
－７６－

らない。彼らはスカウトであ

り，「スカウトは礼儀正し
い」のである。班が－つのグ
ループとして旅行するとき，
正しいふるまいによって，こ
、乙

れを立証しなければならない
のだ。
すなわち，いっしょに旅行
している人にうるさがられな

いように，あまり大きな声で

蕊ii;iii
〃傷

話をしたり歌をうたったり，

閨NNN

率困団匿三垣二匹=＝篭Z員団

そのh他雑音をたてたりしない
ことである。さらにきらんと
ことである。さらにきちんとすわって，あたりを

たは「通り抜け不可」と書いてあるならば？それ

走り回らないようにすること。そして乗り降りす

は文字どおり守らなければならない。同時にまた

るときは一度に押しかけてはならない。もちろん

門は閉じなければならないこと。耕やされた土地

いうまでもないことであるが，婦人や老人などが

は，公共道路ではないこと。および果物のなって

立っているときに，スカウトはすわっていてはな

いる樹木は，個人財産であることを忘れてはなら

らない。

ない。

自分の常識で判断して，君は世間がボーイスカ

◇道路上での礼儀

ウトにふさわしくないと思う行動を，避けること

礼儀正しさが期待されるのは，車に乗っている

ができる。

ときだけではない。どこに行こうとも，礼儀正し

◇道路上で

さはついていかなければならない。

コース途中の立札にi今(｢5入るな」「私有地」ま

車に乗ることは終った。君は今，道路上にい
ろ。ほんとうのハイキングを始めることができ
る。

ここで一つのこと芒は.つきりきめておこう。そ

屋皇＝

れは，われわれが話をしているのは，スカウトの

ハイキングについてであるということである。君
と君の班は，ハイキングをして小道や新鮮な空気
．.：

を楽しみ，スカウティングを学ぶために戸外に出

て来たのであって，友好的なモータリストに拾い

上げられて，歩くのを省くために出て来たのでは
ＰＯＣ

ない。ヒッチハイクは問題外である'それは全

顕且－

然ハイキングではない｡

－７７－

かし，何ごともそうであるように,…それ醤正しく

露

化･P..'〆,％:｡ﾘｰｰ

やらなければ,最大の効巣ｉｆ得ら総い‘正しい
《:～〆(:（…･…：Ｆ…；…－‐
姿勢と正しし､歩調が必要である。
．.：

〈．

;Jであるからﾌﾞきびきびした，弾力に富んだ歩調

前色=胃

◆Ｐ己△●可●

．..．.．ニノ、

で歩く習攪をつけたまえ。いちどその習慣が身に
｡･-1.5.

.､恥．.(.,．Q:`､､.
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◇凸
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ぐ前芳老見つlibて歩くようになる。足はほとんど

'
U●

つくと，ひとりでIと胸を張り，肩をあげ，まつす
－ｋ：.『：、、

平らに地面Iとおろし，足のつま先はまっすぐ゛前方

塗皇加・ＩＤ圃鰄

.､ミニ
マfL~中｡ﾏｰ■

に向く，腕患振らなければならないから，手はポ

もうころのどを毒書！《してはならない｡それは，
｡●￣二｣段ｗ

ケットに入れない。

・Ｐ～’｢．、

スカウトのハィ'『は,；競走ではないというＬＥとで
゛二
ある。何かの記録を破るために戸ﾀﾄに出て来たの

ではない。田舎をハイキングして楽しむため，物

◇主要道路からそれろこと二J:“
１へ坐・

．「．、－

冒険が待っている脇道のどころに来るまで，君
一・,.‘.｡＆･Z｡．｡

~‘．．：.．~

事を見るため，物事をするため，戸外の自由さを

たちは少Ｕ主要道路を歩かなければならないかも

味わうために君は出て来たのである。君ﾅﾆちは胃

しれなし､。けれどもＩできるだけ早く主要道路か

険を求めて来たのであり，フルスピードで田舎の

らそれろことナピ。

｡､5.ID｡､矩゛｡.．｡-"T･.Ｗ､＄
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主要道路沿いには，見るもの，学蕊ものはあま

片すみをかけ抜けるために来たのではない。

りない。自動車は君が街で見るものと同じだしｊ

◇歩くときは歩け！

広告板が宣伝している商品はγ街のショーウイン

と言っても，足をひきずってでも歩けというの

ドーが宣伝しているものと同じである。そのうえ

ではない。むしろ反対で，歩くときはしっかり歩

主要道路には危険がある。交通量が多く，君はい

一●
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の

けということである。始めからしっか!)とした歩

調壱とるべきで，ただ，だらだらと歩いて行くの
！・・ヘ！！『'

@．１．－．
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つも注意してし､なければならない。

了口{サ：■

もし主要道路を歩かなければならないのなら，

ではない。ぷらぷら歩きは，いちばん

疲れる歩き方である。１時間に約５℃
の割合で，自由な気やすい歩き方をす

るとよい。これが適当な平均速度であ
゛ｌ

ろ｡~その歩き方は君たちを疲れさせな
いし，ほんとうに，ある目的地に近づ
．『･$．?.、

いてし､ろという感じを，君に与えるだ
ろう。
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雪し二塁三重蜜～嚢重症嚢皀三豊曇

歩くという技術は失われつつある。

君の仲間の中でそれ巷保存したまえ。

それはｂ人間のからだ全体に効果を与
える。肺を訓練し，心臓を論める。し

古いゲート（門）のようにぶらさがってはならない。

君のゲイト（歩鬮）は正しくなければならない。
、｡～．

「ハイキングから最大の楽しみを得るために正しく歩く
ことをおぼえなさい」

－７８－

君が正しい班長であれば，

９

この地点から予定の行動を開
「

は〆歩くということｂ$主な目

公バー罰

;的であったが，今こそ〉あら

三WiFX三)

認Ｉｍｌｉビヅヱ乏多

始する。脇道にそれろまで

ゆる種類のスカウト技能にカ

鍵1鱗i篝雪

ポを入れることができる。’

◇大自然を見ろ
今君は大自然の中にいろ。

班員たちに自然観察の方法を

＝Ｕ」ＩＦ盃

教えなさい。
⑰

}何かを見ることと，観察す

右側を歩け。それがわが国の法律である。そうす

ることとの間には，大きな相違がある。一生涯薯

れば，走って来る車両に面することになり，危険

通じて，少ししか物を観察しな(､で終る人々も多

を避けることができる．トラックなどが，いきな

い。君の班巷，ほんとうに物を観察する班に仕上

り飛び出して来るかもしれない横道に注意するこ

げること。、

と。十字路も同様に注意をすること。＿

物を観察することを学ぶ唯一の方法{よ，時間を
かけて観察することである。「止まれ，よく見，

◇冒険をはじめろ
主要道路からはずれて脇道に入るまでは，
に入るまでは，実際
q■

のハイキングが始まったとは言えない。脇〕
言えない。脇道とい

iii

うても，実際には道
へ：？鷺

ではなく『川の岸で
へ：；

゜､6.,）

っﾌﾞこ!)，海辺であっ
.Ｏｴﾗ

アドバイスである。歩いているときよりも，止ま

っているときのほうが，よく自然を観察できろ。

止まって今まで知らなかった木や花を発見し，’
また，すでに知っている木や花との交友を深めろ

こと。何ｶｭ動物の足跡を見つけたら止まって研究
し，何の足跡であるかを確かめてそれに従って行

ﾅこり，丘の稜線であ

け。もし烏が飛蚊ったら,そ/ご聯上してそ･

っナニリ，雑草におお

歌に恥傾け，鳴き声を妻梹近jK燭j鳶寄せる
，｣１１:19:下｡/；
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われた古し､小道であ
．￣．｡:｡↑十・

.’八

ようにＵでみたまえ。くちびるを手の甲に押し当
‘･先；

つたり，あるい(よコ

てて息遼吸い込む､と，鳥の困づたときの呼び声を

ンパスIと従って，い

ろし､ろな障害物を乗

まねること種できる。
いちど班員たちの興蝿大自然の尭見というこ

り越えて，田舎を横

とに向けることに成功したら，班ハイクの恋ぴぞ

切って行く冒険であ

埴す何百もの事がらを君偉発見するであろうし，

るかもしれない。

それ沼ljrまだ班茂たちの生活を笠かにすることが

マ￣；幻

,に.Ｆ１.'し‘

ししし～

よく聞け」これがスカウトハイカーに対するよい

．Ｊ￣

あったり，湖岸であ

小蜜

．.!Ⅶ
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できろ。

「少年たちは美というものを知らない」という

i iljl

人々がいるが，彼らがどんなに間違っているかを
君は知っている。少年たちは，美しいものを観賞
できろ。ブニだそれをロに出して言わないだけであ

る。きざめいていろ小川のそばの静かな場所,風に

打ちひしがれた木々，日没，幻想的な形の雲ｊ星
空などは，少年たちに深い影響を与えるだろう。

斧

ハイキングの途中で，これらのものに班員たち

の注意を向けるのを恐れてはならない。しかし，
静かにそれを行うこと。君が突然「全く美しいじ

急M（

ゃないか'」と言ったら鈩班員たちはどう受けと

、

るか想像できるだろう。

臣二凸へ

量ご豊
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◇スカウト技能訓練

、肌１

えること。または，班をいくつかのチームに分け

ハイキングと進歩は一体である。ハイキングを
ひん繁にやれば，斑員たちは２級スカウトの技能

て，オリエンテーリングのコンテストをやっても
よい。

や１級章課目，特修章や技能章の多くを覚えざる

信号法もハイキングで実行すること。班を２つ

を得ないわけである。もちろんこれは，君がこれ

のグループに分け，１つのグループを先に出発さ

らの技能を使うチャンスを彼らに与えることを条

せ，彼らが発見したものをモールス信号で他のグ

件としてである。

ループに知らせる。

ほんとうのバイキングでは，コンパス使用と地

図の読み方が，最高の技能であることは明らかで

また，途中で「事故」を想定して，班員の応急

手当の訓練をする。

ある。コンパスと地図を十分に使用すること。各

（後で出てくる「班訓練」の章老読んで，君と

人に〆班全体の山野横断を先導するチャンスを与

次長が，ハイキングに取り入れて実行できるアイ
ディアを探し出しなさい）

もし君の班員たちが，特修章や技能章を取るた
匡一

｝

ｿノ

薇

めに努力を続けているのであれば，班ハイクで彼
らの手助けをすることもできるｑ写真や収集，ス
ケッチ，その他の趣味をもっている班員たちは，
ハイキングでその興味を満足させることができる
だろう。

一つだけ重要なことがある。それは，何をする
ム

にせよ，班員一人一人をそれに稜極的に参加させ
るようにすることである。
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この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した，四海同胞(UniversalBrotherhood）版をもとに，１９６３
年にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君
｡

の力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資
料となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。
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６班のハイキング(つづき）

ではならない。足の筋肉は歩いている間に柔軟に

なってくるので，あまり長い時間休むと硬化し

て，再び歩き出すことがむずかしくなる。
また暑い天気で汗をかいているときは，長く休

◇途中の体けい

むと涼しくなり過ぎて寒気をもよおすこともあ

一般的に言って，一気に歩いて長い時間休むよ

りは，着実に歩いて短い休息をするほうが，労が

るＯ皆が寒気を感じる前に出発することだ。
ほんとうに休むためには横になること。あお向

少なくて遠~<へ行けろ&のである。

けに寝て，足を木か木の株，あるいは垣根その他

，慣れないハイカーは，１殆どとに休まなければ

に上げる姿勢がいちばんよい。

ならないかもしれない。慣れれ

ぱハイカーは，疲れを感じずも

醗膨

っと長く歩ける。
疲れている様子が見えないう
ちに小休止を命ずることが大切
である。

３０分歩くごとに短い体けいを

一一ご～￣齊薑‘

とるのがよいとされている．た

だしこの場合の体けいは，短い
ものであること－３分から５
分がよく，決してそれ以上休ん

休むときは十分に休むこと。飲料水は有露でないか礎かめること
－８１－

ａⅡ
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◇飲み水

もし体けい場所付近に水があれば，班員たちが
それに飛びついていくのはほとんど間違いない。

特に，彼らがスカウトになづで;間もないの薮ぢ;｝
なおさらである。班員たちをあせらせないように

押えなければならない。それには，二つの理由が
ある。

ミミｎ忽鐘
言

第１の理由は，思い切って飲むとすぐにのどが

澄んでいるからといって，純粋だとは

かわき,ずっとその状態が続くということである。

限らない。疑わしいなら処理すること

水を飲む代りに，小石（あやまっても飲み下せ
ないくらいの大きさの小石）をロに含人,でいたほ

うがずっとよい。その小石はだ液せんを刺激して
ロの中を絶えず湿らせてくれるからである。
もう一つの理由は，これは他の理由よりも重要

であるが，水が，腐った物または細菌で汚染され
ているかもしれないということである。水の外観
は問題ではない。たとえ水晶のように澄みきって
例:;）、A、.･

いたとしても，有毒な場合力§ある。試験ずみであ
るということ，飲料水として適当であるという確
証がない限り，水に触れてはいけない。

疑いがあれば，水を浄化すること。１０分間沸騰
させることは，その一つの方法である。さめに後

Ｉよ’飲料水として安全である－煮沸のためにそ
ｉｉｉ？･flH7÷'}Ｙトイ〈

●

度に少量ずつ，できるだけゆっくりと飲むこと

だ。ハイキングのエキスパートの多くは，最初の
゛ケ：５-

ひと口の水をロに満たし乢頭を動かしてロの隅々

までぬらすため踵だＩｵ使用する。その後二口三ロ
ー…；」3-,.、’.？⑭,．‘

飲んで，壷つと最後までそのまま通す。
それから，コーラやアイスクリームを買うため

に，班員たちが道端の店にかけ込んで行くことだ
けは,ぜひやめさせること｡ﾊｲｷﾝｸﾞでこんな

ことをしたら，彼らはいつでも渇いている状態に
おかれるだけである。

◇昼食をとる場所に到着する
道沿いであれクロスカントリーであれ，今君は

皆が同意した昼食の場所にいる。

の新鮮味は大部分失われるかもしれないが……。

そこに到着したら,まず第一に，装具や器具を

もう一つの方法，これは簡単な方法であるが，

一列に地上に並べる．。整とん。という問題がそ

殺菌力をもった化学製品で水を処理することであ

こにあり，この整とんは，君の班がやるあらゆる

ろ。いろいろな品名で薬局などで市販されている

ことのルールでなければならない。

一･A･「.●

から，携帯用救急ギヅトに常備しておくとよい。
．（￣（:、
水についてあ}まり知らないなら，君の住んでい
･･，~．：。。..｡』｡｡．◆

ろ町の水道から，２個ぐち/いの水筒に水を入れて

何の秩序もなくやると，後で掃除をするときの
閃仕事を多くするだけである。

一・⑪

持って行けばよい。目的地に着いて,~料理や飲み

◇食事の準備をする

水用としてﾀﾞもっと水ｵｶﾎﾞ必要であれば，水を沸騰

サンドイミゾチ・ハイクであれば，食物巷とｂ出

させる。？

とにかくハイキングにおける水の飲み方は，一

ID｡もり｡｡●

して皆いっしょに食べるだけである。

チヨ､ヅプ。ハイクであれば，火は許可を得た地

－８２－
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班長のてぴき

域でおこさなければならない｡〈～

咄

（;~;-:･乱:､｝万公~...wP,半;~

火をおこず適当な場所老決めることｄ

〃‘

班員たちをできるだけまとめておき,「あ

霧

まり広い地域にひろがらせないようにす
Ｉ-1９'0.1,

α鰯鋼

ろ。それは，‐--つには君が彼らを指導し
$ｗｖハ虹～・

手助けすることができるように，もう－－
０．．，４￣．-

つには，あちこちに焼け跡を作らないよ

’'''''1熟ＦＭ〆亡

うにして，土壌を保護するためである。
司直r緯もちろん火のたき方を知っている

だろう。君の班員たちは知らないはじ
．．｡、

めての、ゲーーム．であればなおさらであ

－８３－

)たことがわかる。一人が立ち上がり，他がこれに
弘固図Ｚ

ならう。いつもの出発の合図だ。

◇班のゲーム．
生き生きとしたゲームを２，３やbなさい。

れや使ったマッチ棒，その他を拾い上げる。

どんな種類の鬼ごっこでもよい。昼食場所の周

このようにしてその場所を進んだら，すべてが

りに自然の障害物があれば,なおさら好都合であ

整然となり，出発準備完了である。

る。あるいは，班を２つのグループに分けて，い

◇帰途

ろいろなコンテストをやって楽しむのもよい｡

特に何か変ったことが起こらない限り，帰途，

楽しみと笑いのうちに１時間はまたたく間に過
ぎ去ることだろう。いつの間にか，帰途につく時

班員たちにもういちど自然観察をやらせたり，進

間がきてし、ろ。

級課目の研究をくり返させることは，無理かもし

ヨ．….f＝へ－６～；・

れない。班員たちは，その日の楽しみの頂点を,～

◇サイトの点検

火おこしや炊事，そしてゲームなどですでに味わ

帰途につく前にやらなければならない大切なこ

ったのである。だから，班員たちの元気を保つに

とがある。それは，必ず昼食場所を完全に清掃す

は，帰りには何か興味を新たにするようなことを

ることである。

しなければならないだろう。

班員を１列横隊に整列させる。各人の間隔を小

そのためには，行ったときのコースと違ったコ

さくして，隣bの者との間の地面が余すところな

ースをとるとよい。そして新しい発見や冒険を試

く目に入るようにする。合図に従って全員がゆっ

みることだ。

くり前進をはじめ，各人は，どんなに小さくても

班員たちに歌をうたわせれば，道は短く感じら

人間がそこにいたことを示すもの，たとえば紙切

れるだろう廿君は隊でスカウトソングを習ったは

’

ずである。それを用いることだ。それ

’
嚢幽騨

=鑿三雲

からまた，皆のよく知っている古い歌

なども歌うとよい。君の演技係〔また
はイエルマスター）が本領を発揮する
のは，この時である。

班員たちは，正式の解散をするため
に，班の本拠まで帰りたがるかもしれ

ない。班ハイクをそのようにして終る
のが，班の伝統とさえなるかもしれな
い。あるいはまた，町に帰り着いたら

ただ耐単に「じゃ，またね」のあいさ

壁､巴ミミ
皆に歌をうたわせよう。そうすれば道も短く感じるものだ

－８４－

つで解散してもよい。いずれにせよ，
班員たちが決められた時間どおl)に京

に帰り着きさえすれば，どんな形で解散してもよ
いのである。

班員たちが，快い疲れとうきうきした心で，す
ばらしいスカウティングの経験をあたためながら
帰ってきたら，その日の行事は成功したとみなし
てよい。…

霧ハイキングの種類篭
今･まで述べたものは，；班の典型的なデイハイク

（日帰りハイク）である。それは班の卯ぱな戸
外活動の特性を備えている．へ

夜間ハイクは，計画さえよければ，

しかし，もちろん君は，同じハイクプログラム

ほんとうの冒険を蔭味わうことができる

を，いつまでも用いはしないだろう。班員たちの

まず手はじめに,次のようなものはどうだろう。

興味を持続させるためには変化が必要であり，こ

（注：原書ではここで，各種のハイクについて

その内容が説明されているが，紙数の関係上省

こで君の独創性が必要となってくる。
君は班長として，新しい種類のハイキングを考

略して，種類の紹介にとどめさせていただく）

え出し，その一つ一つに新しいワザを織り込むた

●冒険ハイク

めの，あらゆる資料をさがし求めなければならな

③オリエンテーリングハイク

い｡、

③探険ハイク

スカウトの月刊誌に目を通しなさい。その記事

③北極ハイク

や写真などの中に，ハイキングのアイディアをに

●自然観察ハイク

くき46見つけ出すことができるだろう。それを使

④ロピンソンクルーソー（生存）ハイク

うことであるＣｌ:－．

の追跡ハイク
●宝探しハイク
⑤ミステリーハイク

●信号ハイク

゛結索ハイク
①ホットケーキハイク

③歴史研究ハイク
●父子（親子）ハイク
o20klnハイク

次号は，いよいよ「班のキ

ャンピング」です。ご期待<
自然から学ぶことはたくさんある

－８５－

だきと。
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の萱びき
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￣との汀班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

に1950葦這議した,四海同胞(U､…lBr･the…)版をもとに,i鯛
,ｎ１．

－年】亡とくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君

鋏:に．･’４３ﾙｨきが綴f･；､.､

の力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資

訳～アバ(・jf

料となるように日本連盟ｶﾇまとめなおしてう連載しています｡－

．￣？

キャンピングはハイキングの一歩進んだものに

7．班のキャンピング

過ぎない。それはハイキングよ!)も多くの計画と

少年たちはハイキングが好きである。しかし彼

だいたいの計画はそうは変らない。実際，班のハ

らがスカウトになったその日から，いちぱ7A,待ち

用具を必要とする。野営という点で手は込むが，
イキングはすべて次のいっそう大きい冒険活動，

こがれML1さキャンプである。
キャンプ－それはあぢゆろ純真な少

年たちにとって，スリルに満ちた言葉で､!γ
ある。それは，自由，楽しみ，そして）冒
険を意味する。

班長として君ｶﾒできる最大の仕事は，ｒ

君の班を，各班員を，ｈつばに訓練して！
、．．,､-.,86.

キャンプの上手な班に仕立て上げるとと:ｆ
～Aw1-m:后；･くぼﾉﾑ

．『〉Ｌ,【

である。それには時間がかかる。また’研

ねばり強い根気を要する３しかし，それｱ・

は実現できるのだ。君が班員だぢぞりっ？
ぱなハイカーに仕立て上げたその日に，

．,．，．｡マノ：．

すでにその仕事は相当に進んでし､ろので
ある。

鬮護鑿＝
－８６－

…､瀬ﾐﾄﾞﾐ;髄露::HF論暢､｡u､ラ
班長のてぴき鷺瞬
･ＯＨ縦、-､,一回…-100,-0､
－Ｌ

ｐＣｑ

つまり班のキャンピングに備える，いわば予備訓

に割り当てられたテントを借りることができるか

練なのだ。ハイキングでは自分のことは自分でや

もしれない。あるいはまた，君の隊が少しは持っ

る．すなわち独立独行の心構えを学びとり，同時

ているかもしれない。しかし君たちが自分でテン

に火のたき方，炊事，おのの使い方その他のキャ

トを作れば，班全員が誇るに足る秘蔵品になるだ

ンプ技術をおぼえる。問題はこれらの技術を１泊
'の遠征で使用することである。初めは隊全体と共

に，後では班だけで遠征に出かけるのである。

ろう。

キャンプの準備は早目に始める必要がある。班
の結成と同時にそれを始めれば，斑員がキャンプ

班のキャンプを始める前に，考えなければなら
ないことがらがある。

に出られるようになる日には，用具がそるIろ;てい
ることになるだろう。淵!》

第１に，必要な用具を持たなければならないと

'－１Ｆ§．

（、うてＥと。

もし君の隊がテントの資金作りをやっているな

ら，班員各自が自分たちの仕事や班のハンディク

:１．脚..（Ｑ09-.,..

第２には，君は班長として必要な罰|練を受けて

い；謡

いなければならないということである。

ラフトその他資金作りになる方法で，自分たちの
分担を果たすように激励する。

,石い用具について

；

経験を積んだキャンパーの場合，用具

は非常に少なくてすむ○彼は大自然の中
ノ《～い･～.『･ヘアL：

に入りこんで，自然の資材を使って仮｡、
ｗ,）藻（ミァ:キト:～.f；ｊ,ｺﾞ蝋!:ｊｆ；:,１－…

屋を作り;なく,かまなしに食物を調理し
て，一夜を安楽に過ごすことができる。
二”）ｊＷ~に

〔の種の胃:険に，初心者の一群を連れ
/し

て行くのは，あまりよい考えではない。
、：：、

彼ら(とは，ある程度の用具が必要であ
＿．＿。｝－１．

キャンプ訓練ij<:Ｉ？

ろ。

つまり身の回り品，炊事用具，テント
つまり身の回り品，炊事用具，テントなどであ

班全体がキャンプ用具を紬;了ま鵬購i入しよ
うとしている間に〆ある↓蝋また後瀞茎班のもの
)．/きく霧.〔１W'八〆
‘:？辻占：．．．．・・-...．ヘー@

る。これらの用具の大部分は家から持って来るこ

とができる。しかしテントは難問題である。

s●b●ｻﾞqp口●･●~●U<●1,q~･-.盲.ｂ

．‐：,

となるテ黙ﾊﾄの資金獲得に隊と協力している間

ある新任の班長が班員の－人から「ぼくたちは

いつキャンプに行くのですか？」という質問を受

ＩＦ

に.キャ塗プのためLの必蒙な訓練を受けるため
に，できる霜けのことをしなければならないＯ

けた。.｢ぼくたちの力で隊のテントを買う資金が

隊長が君に君の班のキャンプを許可する前に，

できた日に行くさ」と彼毬答えた。彼の答えは正

君が到遡恵繊'&)鱸i蕊ら養いiろ種の標準
料ﾁﾞﾉ;<;（:ざ＞マヘバーーヘ

しい。

と，持ち合鎗せていなければ錘:ちない，最低限の

君は，ほかの班が作ったものか，または他の班
－８７－

スカウティングの経験とがめる。

蝉(

班長のてびき

隣．Q:`－－洲……''－．
…'黙Ｗ二⑭苧÷、

それは次のとおりである。

初期の班ハイクの場合と同じように，君の隊長

１．１級章を獲得していること。

または副長が同行して，君の班の最初のキャンピ

２．隊の１泊キャンプに最少限２回，少年幹部

ングに力を貸すことだろう。君は，始めのうち大

班の１泊キャンプに１回参加した経験がある

人がついていると大助かりすることを知るだろう

こと。

し，かりに何か困難なことがおこったとしても，

３．隊長の満足のいくような，班のデイハイク

彼の助言によって切り抜けることができるのだ。

を少なくとも５回指揮したことがあること。

キャンプの種類

そして，さらにそのうえに，１泊キャンプの前
に整えておかなければならないこと－

班キャンプの詳しい説明に入る前に，キャンプ

４．班員たちの両親の許可書を取らなければな

の種類に目を通すことにしよう。
１泊キャンプは，ハイキングとキャンピングを

らない。

５．キャンプ地域の事情と,キャンプ場所につ

いっしょにしたものである。ある適当なキャンプ
サイトまでハイクしていき，テントを張り，食事

いて，かなり詳しいこと。

６．キャンプ地の所有者から，設営し，火をお

を作り，予定の活動をし，一晩か二晩をキャンパ

スの下で寝て，上首尾のうちに町にハイクして帰

こして炊事をする許可を得ること。
７．事前に隊長の承認を得ること。

る。

注意：もし君が上記の条件を満たしていなかっ

たら，班員の父親または他の大人が，必ず君の班

キャンポリーは〆君の班のキャンプ技術が試さ
れるキャンピングである。

キャンポリーは，団，地区，または連盟単位で

に同行しなければならない。

上記Ｃリストと，ハイキングの指導に必要な経

行われる。

■

験を述べたリストを比較してみろと，あるものは

長期キャンプは，１か所で１週間またはそれ以

同じであり，またあるものはハイキングの場合よ

上過ごすキャンピングである。夏期キャンプがそ

りもむずかしいことがわ』かるだ_ろう｡１

の代表的な例である。完全な設営をし，あらゆる

．－．hQdP．．．‐。．.．・、．．｡Ｑ･＿

改善を施しながら，キャンプ活動のプログラムを
毎日実施する。ｻﾞ＞

旅行キャンプは移動キャンプである。毎朝ある
いは１日おきに，朝キ＋ンプを撤収して新しいキ

ャンプサイトへ移動する。ここで再び設営し，１
日か２日間，ほんとうのキャンプ生活を送り，再

び新しい地点に移動していくびこの種のキャンピ

ングがいちばんむずかしい。班員もリーダーも十
出騨．

、-.-.-.二日.：._丑_....:.?:.......．／鞆
テ

●－Ｊ山

分訓練を積んでいなければならない。旅行キャン
プは，徒歩でも，自転車でも，船あるいはカヌー

－８８－

．】畠､;：旨く，,畷:ｽﾞ兵瀞舞ｉｉ撫瀞諏宵一Ｍ号～
Ｄ－

Ｌ－－ＰＱ－ｈ■ロゴ－１０１ヴ

王妊長のてぴ毒

識

や。

Ｊａ

ｂＰｂ

しゃへい物，水，まき，この三つ

をまず第一に考えなければならな
い。もちろん，選択にあたって考慮
しなければならないことがらは，ほ
かにもある。

理想的なキャンプサイト

理想的なキャンプサイトとは，か
なり広い空地で，かりに付近の低地
から朝霧がわき上がることがあって

も，視界をさえぎられないような高
台になっている所である。平たんで
あってもよいが，自然に排水できる

ように軽いこう配がつき，砂質の土
でやってもよい。

で草におおわれていればなおよい。ねん土質のと
ころは避けなければならない。その上に生えてい

：＜１泊キャンプ＞

る草はしだきやすく，雨が降るとどろんこになる

キャンピング老成功のうちに終らせるには，そ
‘ザＴぞ.．‘ザざ、

の全体の三分の￣を計画と準備に費やすことだ。
この計画と準備は班集会で行い，あらゆる点にわ

長らである。また砂地も避けなければならない。
砂が所きらわず入ってきて，食物や衣服をだめに
してしまうからである。そして，草が密生してい
：

たって，細かく慎重な検討が加えられる。
そこでわれわれは，再びとっておきの古い公式
つまり何を，どこで，いつ，どのようにして－

を持ち出すことになるわけだ。

ろ所も避けなければならない。それくま，地面が湿
・･(~．+,｢･･P･P

っていることと）蚊がたくさんし､ることを示して
いるからである。

風からよくさえぎられた所が理想的である。西

○………何を？

これを決めるのは簡単である。答は，戸外に住

と北側に木があり，午前中はキャンプに日が当る

み，夜を野外で過ごす､キャンピング．である．
信号法，追跡その他のスカウト技能が，日中のプ
ログラムの一部になる。しかしこれらのもの!ま，

二次的の重要性しかない。キャンピングは，何よ
りもまず訓練である。
○…P･…どこで？

もちろん，理想的なキ等ンプサイトである。そ
れを調べる而単な方法がある。

-８９－

:二三三万
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班長のてびき

ような場所を選ぶこと。樹木の

審節'二よるｷｬﾝﾌﾟ

真下にテントを張づてはなちな

，●

●

～･仏．、；

い｡バネは雨をよけてくれろと思

うだろうが,｢雨が止んだ後もず
っとしずくが落ちて，テントが

乾くまで相当に時間がかかる。

儲と姿

木の下にテントを張る場合のも
う一つの不利な点は，かれ枝が

豊

包口ＪＬ

不意にテントの上に落ちてくる

゛■~､－．．－￣

‘：兵

●，ロ●
●.．：

．．Ａ-.丁`.:．￣￣、

かもしれないことである。雫

人里離れ遁所老選蕊べきである。ひつき!)なしに

水はそう遠くない所になければならない。飲み

～（…ｗｉ･…

訪問客があるようでは:bほんとうのキャンピング
ｒ

水ばかりでなく，できれば水浴用のものまでほし

など望むべきものもない。また，君のキャンプ地

い。水については安全第一を心がけること。ハイ

は，往復に多くの時間と費用をかけなくてすむよ

キングの章に書いてある飲料水の項を読み返すこ

うに，君の住んでいる町の近くに探すことだ。

と。水浴のためには，よく場所を調べること。こ

どうして場所を見つけるか？

こでもまた，安全第一である６～．

理想的な場所をさがすことは，なかなかむずか
しいことである。そんなものは〆われわれの想像

の産物でしかないと主張する人もいる。しかし君

は探しさえすればそれを発見でき，それを使用す

る許可を得ることができるはずだ。ひょっとする
と，何から何まで満足という場所はみつからない

￣●

かもしれない。そのときは，できるだけ理想に近
い場所を選ぶことである。、

君の班がキャンプに出かけるようになるころま

でには，少なくとも６か所くらいのキャンプサイ
燃料とキャンプ地の整備に使う木は，十分にな

ト候補地は，見つけてあるはずである。班のハイ

ければならない。まき芝遠くから運ばなければな

キングのとき君はそれを見つけたはずだし，君の

らないようだったら，理想的なキャンプサイトと

ハイク係が，その場所やその他茎注意深く記録し

はいえない｡〈A,;wwjP-

ておいたはずである。

キャンプサイトについてはこれくらいにして，
.,:’････,暉内～

次にその環境に移ろう。《か～
－;jトノ:、

意キャンプ地は，四方が美しく，しかも君たちの
自由な楽しみをじゃまされることのないような，

－９０－

砿…

の壷び1毒
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に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，1963年

にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活騒中の班長諸君の
⑤

力強いよｂどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

E．どのようにして？亡コ

７班のキャンピング(つづき）

班キャンプの計画は，班集会でやる。
主な点は自分たちで決めることになるが，こま

□いつ？ヒコ

ごましたことがらについては，第４章に述べた班

それは班員たちの都合次第である｡:土曜日の夜

組織を参考にしたほうが運びやすい。事実キャン

から日曜日の夕方まで，土曜日はできるだけ早く

プの準備迄する場合，君の班の組織はもっともき

出発することにして出かけてもよい。ただこの場

びしいテストを受けるわけであり，そこからその

合困ることは，明るいうちにキャンプ地まで到着

組鍬＆実際うまく働くかどうかを知る手がかりを

できないことであＩ川斑員がキャンプになれてい

つかめるのだ。

卦､

／r・・・八…".～…

ないとき』よ特I掴乙P-Pのようなときには，２～

それでずどういうことをやらなければならない

（１－’；べ、＼

.０；..＿▲・

．。．：．.

3名だけ先に出発}し較方ま!でにキャンプ地に到

か見てみよう。｛紗ノ
キャンプの前にやらなければならない，四つの

着し，テントを張り，かまどを作り，夜皆が到着

ことがある。

するまでには，万端の準備をととのえておくよう
．§．-1

１．両親から承諾書をもらうこと。

1とすればよい。

２．用具を整備すること。

いずれにしても，出発の時間と帰る時間をきち
んと決めて，それを守ることである。何でもきち

３．輸送費と食料費を集めること。

んとプログラムを守ることは，両親にスカウティ

４．食料を購入すること。

ングを信頼させる一つの要件である。

キャンプ中に，次の二つの事実があれば，その

－９１－

、

キャンピングは成功まちがいない。

分担することになるだろう。、

１．正しい方法で張ったテントでよく寝る。

１．両親の承諾班長としての君が，班員たち

２．よくできた食事を十分に食べる。

全部の両親といちばん密接につながっていろ．
したがって，班員たちの両親から承諾書をもら

班をキャンプのために組織する

う役目は，当然君がやるべきだ。そのときに，

今，ある班の組織を使って，もっとも効果的に

班員たちが持って行く用具について，両親に説

この仕事をやる方法を考えてみよう。もしまだ組

明することができる。記録係の手を借りるこ

織ができていなかったら，さっそく組織作りをす

と。書類を保管するのは彼である。だから承諾

る理由になる。

書をもらったら彼に渡すこと。
'

第４章に述べた班の組織によると，班員を次の

２．班の用具斑の備品係は，すでにその仕事

ように分けたはずである。

をやっている。演技係に手助けさせる。

班長'備品係

３．お金班の会計係がこの世話をする。し

次長ハイク係

かしお金を集める前に，経費はどのくらいかを

会計係食料係

知らなければならない。輸送費についてはハイ

記録係演技係

ク係と相談し，食料費については食料係と相談

今やることは，班員たちに各自の仕事をいそが

する。ハイク係といっしょにして２人でお金の

しくやらせることである。

ことを心配させればなおよい。

最初にやるべきことを最初にやるに当って，す

４．食科これは今さらいうまでもなく，食

なわちキャンプの前にやらなければならない四つ

料係の仕事である。キャンプが成功するかどう

のことがらをやるに当っては，次のように仕事巷

かは，食料にかかっているところが大きいの
で，彼はできるだけ最上の

援助を必要とする。次長に

彼の手伝いをさせる。彼ら
の

はその仕事を満足のいくよ
うに取り扱うことができる

はずである。食料品購入代
金を彼らに渡す会計係と，

緊密に協力して働かなけれ

ばならない。

三三≦二三

キャンプの前にやらなけれ

＜正夢

ばならないことのための組織

君がりっばな班長であることがわかれば
両親は喜んで君の頼み蓬聞いてくれる

－９２－

作りについては，このくらい
にして，こんどはその組織が

キャンプ中にやる必要のあることがらをやるうえ

芒する。

でも，うまく役立つかどうかをみてみよう。それ
はみごとに役立つのだ。

すべての準備ば完了しただろうか。では，各人

１と２は，みんなをキャンプに来させて，そこ

にそれぞれの任務にとりかからせよう。、

にいる間愉快に過ごさせることに関するものだと

その任務のうちのあるもの，たとえば両親の同

いうことがわかる。３と４は，すでに密接な関係

意を得たり，お金を集めたり，用具をそろえたり

がある。つまり考えたり仕事をしたりすることに

することは，前もってすることができる。しかし

は，お金が関係してくるのである。

食料品の購入や旅行のための切符の購入（予約を

、全部のことを総合すると，次のようになる。

要しないもの）は，キャンプ開始直前に行う。

Ａグループ……以後「設営班」と呼ぶ。

両親の同意

，キャンプ前に〆
ら

；同意…?ず･班長，記録係

班員たちに，キャンプに行ってもよいという両

′用具……備品係，演技係

親の署名入りの許可書を，キャンプ直前の班集会

キャンプ中に－

に持参するようにいう。この許可喜ば’班のハイ

設営……テントを張り，キャンプサイトを
住めるようにする。

キング（第６章）のときに必要ときれるものと似
たようなものであるが，外泊許可も含めるように

Ｂグループ……以後「炊事班」と呼ぶ。

しなけれ感ならない。

イキャンプ前に

記録係にこれらの許可書を集めさせ，書類つづ

汗・お金と旅行，，…会計係，ハイク係

りにとじさせる。

、食料……食料係，次長＋へ
一●

キャンプの費用

ワ

キヤPンプ中に

炊事……かまどを作り，まきを集め，炊事

彼の槙ｲｹｉｆﾘが;渦と.表し

Z＜加三右嘔ご足りるかどうか気

刷聡

彫、魁､Ｍ１川
顔

jiNi襄琴二ilili雲

鵜
iEIil

必要な金雲は会計係，
誼金雲は会計係，ハイク係，食料係それに

次長の相談で計算して出す。彼らは買い入
れる必要のあるものを決め，運賃を計算

し，合計額を出してこれを班員の頭割りに
する。,もちろん彼らは割当て霞ができるだ
け少なくてすむように最善をつくす。
．．、ｉＰ

各班員がキ:ヤンプのために支出する費用

Ⅲま，前もって時間的に十分余ゆう芒置いて
発表する。彼らはそれをキャンプの前の集
会に持参し，会計係に渡しておく。そうす
れば会計係は現金がそろい，必要なもの(圭

食料品の賀出しは，食料係と次長の役目だ

－９３－

何でも購入することができる。

ラムの重さに重たく感ず
るということである。
このような用具を，た

套諸

った１日で，全部そろえ

;=j蓼

ることはできることでは

ない。ユか月でもむｂだ
７－ゴム四画竃己

ろう。もし君たちが用具

ごZ鑿ii三三三;iili握ｂ

を入手することを目指し

て努力すれば，つまり各
班員がそのために働き，
貯蓄することによって，

備品係は，装備品をすぐ使用できるように準傭するために，手助けがいる

□キャンプ用具ロ
キャンプ用具は，慎重に考慮しなければならな
い。ハイクしてキャンプすることを計画する場合

には，特にそうである．ル
テント，炊事用具，食料および戸外で一晩をす
ごすための身の回り品_それらはすべて実に重

徐々に用具をそろえると

とができるのだ。それは君たち仲間の者が努力を

傾ける目標となり，その過程で班精神と団結心を

養うのに役立つ。～
自分たちの班備品を買うために，できるだけ君
自身多くのお金を得るようにし肝そして自分で作

れるものはできるだけ自分で作る。必要な実際的

な設計図は，第９章班の工作のところであげる。

】..-..

（､ものである／班装備のこつは，ちょうど十分

君が個人装備品を作ったり買ったりするとき

なだけ持って行くということにあり，－－１個た

は,i班員にも同じものを買うようにすすめること

りとも余分なものを持って行かないということに

を忘れないことだ。班員の装具を一様にすれば，

あるのだ.’

単に便利で，ていきいがいいだけでなく，班の伝

（次に，個人と班装備品で検査に合格した用具の

統を築くうえにも効果があり,．この意味でたいへ

表をあげろ。実際鱈やってみろと，この表にあげ

■

ている物の中で,=君のキャンプではいらないもの
が，いくらかあるかも知れない。そんな用具は，

次回からは家に置いてくることだ。一方では君の
゛●◆OCC｣

住んでいる地方の天滕の状態から，そのリストに

<i戸〉

臺菫i蕊妻藝

ある種の用具をつけ加える必要のあることがわか
るかも知れない。そのときはそういう用具をつけ
釦えろ。しかも忘れてならないことはｉ長時間持

－－

ち運ぶときは，１００グラムの軽い物でＭキログ

9４－

6．ＪＦＣ】-つ〃

ゴゴＣ刀ユゲブ５.rIfFf言

ヨＣＤロ」ｕ」月11かInl-CD

、にIﾘT周
、

巨ｺｲ固人諺備詑「￣

鍵

鯵=毫曇三轍口衞籔■零

ＤＤｉＧ１７１＝

めの用具の参考例を掲げておと
Ｔ『・

う゜ここで'よスカウトの個人用具

を列記してある。このほか各班員
は，後で述べる「斑」用具のうち

ＪＡＩ:ノレい，）へ

自分に割り!当てられた分も運ぶことになる。

鑓灘■
次のものの入った修理袋

針，糸，安全ピン，ボタン

完全な制服ひとそろいリュックサック

リュックサックの外ポケットまたは制服のポケッ

毛布または寝袋防水布
マットレスポンチョまたはレイ
イ携帯用救急箱または滅菌包帯～クートプヅク
ー●

防水容器に入れたマッチえんぴつ

ンコート

次のものの入った衣類袋

げ：蔓い細ひもまたは細い針金スカウトナイフ

下着の着がえパジャマ

その他希望により持つもの．

予備のくつ下〆ハヨハンカチー

楽器地図，

ｾｰﾀｰまたはｼﾞｬﾝﾊﾟｰ水泳ﾊﾟﾝﾂﾞ{』ず.スカウト工作用品方位コンパス
PF.．.’JtV．．?

~;)し蝋:?f：．

－へ｡；｡｡『・

次のものの入ぅに:食器袋、」ず丑くい～…
－．，．？：．.、・

Ｕ､ンドプック類カメラとフイルム

・’い::-8:ﾌﾞニ…

皿，ナイフ，テープルスゲ全ンｉｆ)〆蘓プポウル;AnF
,;込むＦ～双眼鏡水筒
～：Ｔ・〉へ変鈩呵

フォーク，ティースプーンウノ!)廓シ｝プ，バー
･鱸:■ふ恵一毛布ピンおの・なﾅニ
.…,釘:,...｢.
ｊゴー－

次のものの入づ尤洗面袋iivｫ:｢<ﾑｲｶﾞγ1行～；。

容器にルた石けん謀１１Ｗ､霊盧藝の鏡ｗ－
。-ノー1.Ｌ~・・バー･･･,-.-3.･･･

容器にル噸ケラ湾…、＃L「

鋼822

ねり歯みがきまたは粉タオル

予備ぐつまたは野営ぐつの入ったくつ袋．
．，？（Ｗ;(．、

－９５－

￣麺…

鍛用づH麹Ｋ凌因蝿…

の萱.びき

C”｡Ⅱ

|lｌｌＩｌｌＩＩｌ１１ｌＩ

、●､●●●●●⑪●
●

｝

ｎｍＭｖ
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（叩く門
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。01080.

〆との「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
．》~jij

に1950竿引Iと発行した四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，1963年
・にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君の
力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

ｂ，それから容積を計る。ザックの適当なサイズ

７班のキやンピング(つづき）
□個人装備品［．
キャンプ用ザックビ
ー●.●

すべてのザ.ツクがキャンピングに役立つと(よ限

がわかったら，買う必要のある班員全員に，同じ
種類のものを買うように進める。
しかし，サイズがすべてではない。そのほかに

も，ザックのよしあしを検査する条件があるので
ある。

それは軽くなければならな」､ということだ。残
りの装備品の重さだけでもたいへんなのだから，

ちない。ある一定の条件があって，君
のザヅクはその条件を満たしていなけ

定董二三三

ればならない。

何よりもまずそれは，君の装備品を

し,ﾌﾟﾜiM

割蔭
雲liiii5illi1

入れるのに十分な大きさのものでなけ
ればならない。小さなザックはキャン

ピングには役に立たない。前もってそ

の適当なサイズを決めるもっとも簡単
な方法は，ザックに詰めるべきすべて

のキャンプ用具を集め，それからそれ

をザックに詰めるのと同じ方法で並べ－

新米のキャンパーの中には，リュック

ろ。ひもでその一つ一つ全部蓬ぐく

なしでやろうとする者もいるし………

－９６－．

当然ザックがあまりにも重すぎることは好ましく

じく，そのコツさえ分かってしまえば）あとはさ

ないわけである。さらに，それは丈夫で防水性の

っさとできるようになる。

ものでなければならない。材料はもっとも激しい

正しい詰め方の法則を次に掲げよう。

暴風雨でも防げるほど厚手のもので，十分に細か

１．背中に当るザ！､ヅクの部分には，柔らかい当
～てものを入れる６

く織られているものでなければならない。

２．品物は各々それを入れる一定の場所を決め

もう一つの条件が加わると，それはよいザック

ておく。

である。それはよく背負えろということである。

歩くときにあっちとつちにずれるザックは，あま

３．同じようなものはひとまとめにしておく。

り上等ではない。また背中の上部にかかって，ね

〔たとえば，フォーク，ナイフ，スプーン，

こ背にさせるのもいけない。負いひものためにザ

さら，あるいは石ケン，手ぬぐい，タオル等

●

・ツクの重みはいくぶん肩にかかってくるがシおし

’のように）

４．小さい品物をばらばらにしてザックの中に

りの後に余計にかかるようにザックをその低さま

入れてはならない。

で下げることが必要である。ザ(ソクはおしｂと肩

５．雨具類は，残りの品物をぬらすことなく簡

だけに触れるようにし，ほかの部分には触れない

単に取り出せるようにして入れる。

ようにする。負いひもの幅が十分広いものである
こともまた確かめるひそうでないと，肩に
くい込むだろうから。

要約且ザックは(1)十分なサイズのもの

Ｊ、！】・や゛

で(2)軽く(3)丈夫で(4)防水のもので

(5)肩とおしｂでよく平均がとれて背負え

！）・Ｈ１、

ろものでなければならない｡←～
．．．，．・：.：.；、，

●

需品部で扱っているリュックサ.ソクや各

雲三雪篭臺毫薑

種のザック類は，これらの条件にそってい
る。

大きすぎるものを背負う者もいる。

班のキャンピングのためのザックを選ぶ

ちょうどぴったりのものを整えよう。

ことは簡単なことではない。人によって好

６．ザックを動かしたときに，がたがﾌﾟﾆ音がし

き好きがあり，その好みを満足させお前に，
き好きがあり，その好みを満足させる前に，少々

ないようにする。

試してみなければならないかもしれない｡･自分で

これらの問題のすべては，「袋の中の袋」式を

自分のザックを作りたいときは，第９章に掲げる

用いることで解決することができる。この方式は

説明をみろとよい。

ザックを一つの大きな袋と考え，その中に様々な

鼻しザックを詰める－－パッキング

品物を詰めた，いくつかの小さい袋をぴったり詰

ー沙一

ザックの詰め方をのみ込むのは簡単にはいかな

めることである。

いように思えるものだ。時々人がやっているのを

これらの小さい袋は薄い木綿地なので，ほとん

見ていると庇であるが。しかし，ほかの場合と同

ど場所をとらない。班員たちはそれらを容易に作

－９７－

戎繊蕊洗面笈復掛笈 鴨繍裂
班員たちに正しいパッキングの仕方を教え，

一方の側に，修繕袋と洗面袋をもう一方の側に立
てて置く。コップはザックの上のほうに置く。ポ
ンチョまたはレインコートを平たく巻いて，いち

ばん上の，ふたのすぐ下に詰める。これでザック

は，個人装備品に関する限り，準備完了である。
班の準備の分担品といっしょに詰める場合は，
詰め方をちょっと変えなければならない。多くの
班用品を中に入れなければならないのでｊ毛布は
馬てい形にして，ザックの外側につけて持つよう

背中に当るところは，柔らかいものを入れる。

にする。毛布はきつく巻いてず防水布で包む。そ

ろことができる（第９章で作り方を示す）。また

れは，ザックのどこにくくりつける場合でも，一

はスカウトの母親たちに作ってもらう。そしてそ

方の側の下の端から始まり,上部を回ってもう一

れらは費用が安い。というのは，不用な布切れを

方の側の下の端にくるよう迂長さに巻く６ひもか

用いることができるからである。袋詰め方式は多

ロープでそれをくくりつける６－へ<－，

くの利点を持っている。

亡コ班の装備品亡．

まず第１に，一つの大きな場所に何もかもぴっ
たり詰め込むよりは，小さい袋に別々にして詰め
ることのほうが，はるかに簡単である。

われわれはすでに）班員を設営班と炊事班に分

けたので，班の装備品もこれに応じて２つに分け

第２に，たとえば洗面用具を取り出すのに，石

よう。「設営班」のものの中には，テントとテン

けんを取るために片方に手をつっこみ，歯ブラシ

トを張る資材を含めろ。「炊事班」のものの中に

を取琴■た麺遭う一方に手をつっこむというふﾗ

は，班の炊事に関係のある物品を含める。

；潟｣-.」；

ｰが．１．ｒ弓'ﾑ

にやる必要が葱い｡とやる必要のあるﾒﾆだ-つのこ

と|菫像j暑鰯る品物のすべてが入っている洗面袋

テント

－．､．.｡….･’一.▲ｌＰｍ－.-.-

…~.｡'ｔ,1,･･－

を取り出すことだけで塗亀ﾀﾞﾒ侭室uＴＩ言;郷i〈

第３に，そのザックはいつも完全に整理されて

いることになる。

テントは主要な問題であることがわかる。
●

君は１泊用として十分な，そして１～２週間の
さて－と．あらゆる用2宝

パッキングの|頂序

曇8驫珍

パッキングの際には，まずそれぞれの品

物を，それを入れるべき袋にﾉＭ１,，それか
０１６_ノ､

らザ.ゾクの正面を起こして床かテーブルの
上に置く。毛布と防水布を適当に仁ﾅﾆみ正
・兆一’・-,t。．・畠.‐．．．‐・１，．－，，
..．:b･.`‘.；._｡...#ｊｂ－，｡

背中に当走る側にでき縦1ﾌﾞ平たくしてﾊﾞ
ｰ!.≦｡.!,ｏ」.‘.

れろび毛布の上から衣類袋を入れる｡鑪食器
類を衣類袋の上に置き，それからくつ袋巷

～～」い;７－'′￣、＞:－－’へ…
，可:！

テントを選ぶときは，１年中使えるものを選ぶ。

－９８－

夏期キャンプ用(としても十分なテントがほしいと

八ｉｆ…

思うだろう。そんな種類のテントは'･次のような：
共通点を持ち:ています。すなわち，かなり軽い材
料で，張ったときの広さがキャンパーに対して十
分あり，普通の少年が，かがまずに立つことがで

きるだけの十分な高さがある６－

：…'…ｹﾞ･…－－－…”'……－－－……ｐ….ｸｰｰｰｸｸｸﾞ'”､ｸ`'''－－－"'…'…'''一
ミ，．

ｉ、へ班装備品の参素;例
Ｉ１
０′干し二・Ⅲ

：＜設営係＞
１
；ｏ班テント（またぐよ小型テント全員分）：
８゛．

'…ﾎﾟｰ川支柱'轤二:鯛Ｊｉ

ｉｏ各テント用のランタンｏ救急箱｡おの.なたｏｉ

一般に，２人用テントがもっとも人気がある｡
いわゆるエクスプローラーテント（屋根形テント

の一種）がよい。軽量のウォール秀ソト〔家吻
もそうである。小型テントは１泊用に向い〈て,おＩ
１．

b，ウォールをつけた場合だけ）長期のキャ雪ピム

ングに直Ii。￣↑－．Ｍ'［、〆ifwJHい～
．．；雫゛．・

これらのテントーーそして多くのその他のテン

トーは市販されている。しかし君は自分で自分
のものを作りたいと思うかも知れない。そのとき

は，第９章の班工作に掲げるデザインと作り方を
…〈、、

Ｒ

Ｉｽｺｯﾌﾟ｡長いﾛｰ･プ2本｡班旗｡みがき粉｡た；
ｌわし｡ポロ布を入れた手入袋｡次のものを入れた｜
；修繕袋〔ｶﾝパス(ﾃﾝﾄ布地等)の端切れ,安！

ｉ全ﾋﾟﾝ，細い針金と石,おのやなたをとぐ柄の；

！ついにﾔｽﾘ,針と糸（補修用の丈夫なもの)，｜

宗i細ひもまたは丈夫な細引〕
｜〈炊事係〉

－－ｉ

；゜炊事諺ツト2組(それぞれＭのついた大なべ【’

１１．中なべ'など老ｶﾝﾊﾞｽ袋につめたもの),ま；

｜には班用炊具箱(撹帯鰍騨ﾂﾄ)1組｡布（；
ｉケツ２○布洗面器2．救急箱。おの･なた｡スコＩ
８－

；ツプo抽擁光Iまプラスチックのテーブルカバーミ

’６鮒ものtDi入った料理用具袋〔肉切り包耐かｉ
１ん切》血洗(いﾓﾂﾞ）汎皮むきﾅｲﾌ,毒入Ｉ

参考にする2ﾆよい６

その他の設営用具
…各自の寝床の下に敷くグランドシートが必要で
ある。それは布製でも，ビニール引き製でも，プ
、

ラスヂiソ;ク製でjAよい。キャンパー各自が自分用

ｉれ，スチールナこわし，しゃくしまたは大スプーⅡ
＿ヘミ

｜ン，こしょう入れ，粉せっけん(または洗剤);？；

１大ﾌｫｰｸ〕・ﾊﾟﾝ袋(小麦粉'さとﾗﾌﾞ塩オーｉ

ｉトミール'乾燥化もの,豆類,米,麦などを入Ｉ
ｉれろ防水,防じんされた袋）ｏ生肉,〈ん製肉，！

の:もの蓮持ってもよいし，テントの床全部に敷け

’魚を入れる防水防脂された袋｡バク二:藷ｼﾞｬﾑ用ｉ

る大きさのものを手に入れてもよい｡

ｉのネジぷた付きの容器
…－－…･…'－－……－－………霊=……－－

．）.．』：

（いと支柱‘ある腱地方では，それら
．．.＿Ｌｉ.￣.．

を持って行く必要はない。－－現地で

1手に入れることができる。キャンプサ

園～

目色’

イiﾄｰでそれら芝手に入れることができ‐
ろかどうか，はっきりわからないとき

は準備して持:って行く。アルミ製の<
:,i~３，＄:.．－Ｗ－

Ｗまうギム+ンプ用品を置いている店で

．.⑰.>:」.｡..J

亮うてい｢ろ６－－それらは非常に軽い…
が，値段が高くつく｡支柱は完全戦長
じよう

さのものを用意し，スカウト杖あるし、

毫雲il壼曇

<パフ.～

は旗ざおとして持って行ってもよい。～

班のキャンプ用具の設営係用

－９９－

篭Hii(班長のてびき )}灘ｌｉ熱寒蕊潔曇ｉｆ(;i蓮潔iil戦i二ｉｊｌ鰹li篭！)灘釜輩蕊i蕊i蕊;iii鮫】
組み立て式、支逹ならばなおよい。テントにくる

んで入れることができる長さのものを準備する。

スコップとおの完全な班装硫品の中には，ス
コップ２丁(みぞ掘りショベル)と，おの（または

救急キフト２つ各係に１つずつ。需品にある

ベルトにつける形のものならちょうどよい。

炊事係の装備品

なた）２丁が含まれる。二つの係がそれぞれ１丁

炊飯セット班の炊事用として，いくつかの深

ずつ取る。「設営班｣は座り場所を作?);:便所と汚

.なくと，浅なくが必要である。いちばんよい方法

水穴を掘り，そしてテントの周囲にみぞを掘るた

は，需品部にあるボーイスカウト用炊飯セットを

めにそのスコップを必要とし，そして，テントの

買うことである。これには，２．４．６リットル

支柱やくいを作ってテントを立て，キャンプのこ

用の深なべ３つ（つり手・ふた・お仁ま付）と，

まごました道具類を作るｆこめに，そのおのを必要

ふた兼用の浅なべを兼ねたフライパン（取手付）

孟！～笥

．,.｢.；．-゜'

とする６「炊事班」は，かまどを作るためにスコ

が含まれている。そのほかに，四つ組食器（大・

ップを必要とし，それから自在かぎを作ったり，

小）などもある。

このセットを買う資金がたまるまでは，家から

まきを切るために，おのを必要とする。
需品部には，それらの目的に合ったおのやなた

借りた深なべや浅なべで間に合わせる。２つの浅
なくと，１０号かんづめの空かんに針金で柄をつけ

と，携帯用ショベルが用意されている。

炊具折りたたみ式のランタンは効果的であ
る。あるいは君自身で空かんを利用して作っても

て作った，手製の深なべでもどうにかしのげるも
のだ。
布バケツこれは，水をくむためにだけ用いる

よい。

掃除袋と修繕袋については説明を要しない。

ものである。適当な作り方のものなら，火の近く
に置いておくことができ，そうすれば炊事の目的

市の（なだ）

のために，いつも炊事係の手の届く所にあるとい
うことになる。□

露

洗い用の水は，２つの布製洗いおけ（需品部で

W1Ui[BWi卜

は布洗面器として売っている）に入れて，彼のそ

・㈹》（

鰯》翻 亀

鯵

ばに置いておかなければならない。その一つでは

石けんを使い，もう一つにはすすぎ水を入れてお

バケツ

鬘i薑蓼Z:曇

調理閉阜集L

PC'

三由布

三雲雲篝三二曇

くのである。

調理用品袋これについては説明を要しない。
ほこりよけの食料品袋と防水，防脂の食品袋の

用途は明らかである。それら葎自作するかｊプラ
スチック製の袋を用いる．沙
バターやママレード，ジャムの容器としては，

溶鶉灘

広口のびんで,ねＤふたのついたものを用意する。
（ふたが密閉できるプラスチック客:器でもよい）

汀，班のキャンプ用具②炊事係用
上ｃ

ｑｂＩ

－１００－

刎了藤

の鷺が毒
''''１M''''１１１

～２１～

Ｂ●｡●●ｃＱｑＤ

″《錨圏

．国噸。

この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，1963年
にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長藷君の

力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

－－－－￣－－－－－－￣￣￣￣－－－￣￣--￣■￣￣￣￣￣￣幻￣￣■－－－￣－－￣－－￣￣￣￣￣￣－－勺一一一一一一一一一一一一一一一一一一一の￣

７班のキャンピング(つづき）

って注意深く計画を立てなければならないのであ
る。つまりメニューを作り，食料品目を決める必

￣●ＤＣ●￣￣￣－－－－＝＝ニニー￣~~~~~~~一二-－－－－－－==－－ｓ=--=一二－---二一一一二一一≧＝＝＝＝＝－＝----＝=ﾆﾆﾆﾆｰｰｰｰｰｰｰｰﾆｰ二二三二一一一一二＝＝＝＝ニーーーニ

要がある。

手のこんだ料理は班キャンプには向かない。ぜ

□班の食料計画［．

いたくではなくても栄養がバランスよくとれ，お

「いつ食事をするか？」これはキャンプで１日

に数回蕊つかる重要な質問である。

いしく食べられる料理なら，より満足すべきもの

であるだけでなく，準備にもまた，あまり手間が

一方,~「何を食べるが？」という質問には，旅

かからない。バランスのとれた食事とは．体をつ

行を始める前にすでに解答を出していなければな

くり，エネルギーを生み出し，健康を維持するた

らない。

めに必要であることがわかっている成分を含んで

食料係の務めが重要なのはこ

のためである。Ｆへ：～
おいしく食べてよく眠るとい

うことは，何I蝋まして,iキャ
ンプを成功させる二つの事がら
．－６ａ・Z、仏・マーー
である。睡眠#こついてiま考えな
．｡.９．－６ざ.'--’。b､､Ｃ・Ｕ

《ても，大かれ少なかれうまく

いくのであるが，食事はそうは
いかない。それについては前も

自分たちの食物を四つの基本食品群から選ぶ……

「

－１０１－

ア

いるものである。正確にパー鱗

四つの食品群

.`〆r,:）紗ハ

ランスをとることはい１泊：ｔ

のキャンプでは決してそんLぃ

ー．9L-D

｢；，Ⅲ0５

〆？．$・－

コ．１２才～14才男子の一人１日量標単（2500cal）

￣q9p
D

；

j1J

■■､｡▲ケゥ

なに重要な問題ではないが

１

長期のキャンプ生活の場合

．」

P6.。．

川
牛． ､;乳:ノネ ３００９
．．.｝ﾘ

ﾗ.,」

群

は重要である。

己悟
良質タンパク質
脂質

●;■６

･HFqL

?▲

卵：５０９

カルシウム

3５０９

ビタミンＡ

ビタミンＢ２

も推せんしている「四つの

■

基本食品群」に基づいて，

‘‘史.．、－－Ｉ．．？．．.,．￣、

良質タンパク質
ｆ・も５．叩

●己

Ｔ－１ｉベオ

》２が群

もっともよい方法は，国

魚介・肉１５０９
ロロ
８０Ｅ
豆・豆製品８０９

■
■

、Ｚ
2309

カルシウム

噂|薑灘’
穀物Ｉ３４０９

ＤＲＩ３９０酉
390宮

ンン一う

〕ｲﾆの食品群では、日本人

の２００■
<だもの２００９

ＡＣル錐

(蝋壹鰄譽）

ヨIOU囚
いも類１００９

ぐこ『ミ

基本食品群

０■

■

群

－代・・１００】
緑黄色野菜１００９
淡色野菜２００９
変色闘菜200gllIiOo恩
6009

タタネ

３

ピピミ繊

い’

ピタミンＡ

ビタミンＢ２,Ｂ２

班のメニューを?作ることで

ある。これに勝る方法はな

脂質

糖質
タンパク質

脂質

lJIT
ﾜ､Ⅱ

※この漂準によるメニューで空腹を感じるときは，適宜各群の量をふやしてよい

．〔女子栄養大学学長医学博士香jIl綾鰯「食品成分表」から作成〕

怠の食生活に一般的に不足が
/｣醤ﾉﾋj5栄養素葱補って，完全な食事にするためのエ

メニューを作る

ｵｲ夫簸ほどＣされて:I己Ｉりぃ､鳶亦との基本食品の組み合わ

せによれば.&栄養所要量に相当するメニュー葱、ＬｉｌＸ二二:－巻作るさいには．次の点を念頭におく
簡単につくれる分量がきめられている。日本食品】虫うにする｡

標準成分表もできれば参考にしながら，よいメニ１．メニューは，すべての基本食品を適量に含ん
１－を作ることを大いに期待したい。でいるものでなはれば猛らない｡’二凸
２．それらは．まきの火で．し
２．それらは，まきの火で。し

･ろうとの料理人でも，簡単に
調理できるものでなければな
らない。

・・．●

３．それらは，料理にあまり時
間がかかりすぎるものであっ

てはならない｡適当な時間
【･八゛､-,

は，朝食30分､;昼食45分瓦夕
．…･･そして新鮮な野菜と果物をたくさん含める

－１e２－

食90分以内であるが，特別な

場合は別である。

￣:イブ；

４．それらは，手ごろな値段のもので
なければならない。

１日の主要な食事は，晩に出すのが

癌

よい。夕方は食物をもっとも消化しや

曇塞Ｚ

バー

すい時間である。それには，肉か魚と
.`I･」_｡…･

野菜，適当なデザートと飲物ｶﾒ含まれ
るようにするＯ～

朝食は量も多く考える必要がある。
それは，夕食から翌朝の朝食まで10数’
それは，夕食から翌朝の朝食まで10数時間あるこ・お金も集めてある。食料も買い入れ，用具は配分

とが多いからだ。だから，主食のほかに果物，穀ずみである。あとはただ一つのことをやればいい
●．－

類，温かい飲み物などを朝食にはうんと食べるこだけだ。つまり、計画表を作るのである。
、：

と。．次に参考までに１泊キャ鯵ンプの計画表を掲げて

昼食はどちらかというと軽いものである。真昼みる。２泊のキャンピングの場合は，中《１日は，
は署いし，量が多いと腹にもたれる。サンドイッ班の長期キャンプ（後の項で述べる）のときと同
‘.：１．．_
チとサラダとその他の軽い料理lこ，簡単なデザーＤような時間割に従って過ごす。
ト，ミルクまたは果汁飲料を添えて食べる程度に

『（、

すること。その日が寒いときは;温力>いスープ巷第１曰､証
用いる。１４：００班の本拠で集合。班員たちに班の装備
品と食料品を配る。個人装備品を点検

〆君ﾆｭｰの準備をする＝

する。

．.●

．１

患.､L；

〆ニューが決まるとすぐ゛に，食料係は品目表を１４：４５キャンプ地への旅行開始一徒歩，自

作ｂ，買い出しを始める。肉，パン，パター，卵～転車，バス，電車などで。
．：．
、；．

および新鮮な野菜は,最後に買うようにするが，～１５:４５キャンプ鼬到着。テントやかまどなど
:.:.,八・:.;､:．,ｆＦ７ｉ)！T〈ｈ
￣」ｆ

砂糖，小麦粉，塩などのような保存のきくものはぃｏ位置を決める。～ijJⅡ汚

叺ふい!:f：,己《`←イゼ．､バノ:i'八､}ｊ`,‐

かなり前に買っておいてもいい｡次長が手伝つ蓋:ＴＷユ6:00設営ij1l設賞係も炊事係もてきぱきと働
食料を賞i《ｽﾞjPi;班6,1食料袋に入れて班のｽｶﾞ■(壷;Ｉ紗ﾂﾞ曰く汎《。
・.●～㎡.⑰.DF5'。．．､

卜たちに配る。－門１６：４５炊事開始。

-.J．

,；…￣霊

‐．.､別ちムム

ーヒイ１８９ＣＯＴ夕食α後かたづけ。＞-ふいへ～

□１泊キャンプの最終計面□，9:｡０体けい.またはｹﾞｰ疎ｗ～’
････：

ついにすべての用意がととのった。斑の組織づ２０：３０キ.ヤンプファイア。おしゃべりや歌，

くりは成功した。万事iま計画どおりに申し分なく

･齢｡．.￣

物語などで過ごす楽しいささやかな集

運んだ６すべての両親たちの許可書は手元にありい。
－，３－

繭i轆騨鴬蕊瀞灘ji『iiiHli騨凝灘j論iiii職蟻f(鱗i:ijij蕊ji斑 班長のてぴき〕i蕊$
２１：３０火の周りで消灯合図。火を消す。寝る

ワク
ー

ー■

砥

１５：００キャンプの跡が実際にきれいになった

準備をする。

か点検して確かめる。

２２：００消灯。沈黙。

１５：３０お世話になった人にお礼をいい，帰途
につく。

第２日
６：３０

１６：３０班の本拠に到着。班の装備品を点検し
起床。洗面。朝食準備。毛布やスリー

“格納する。

ピングパッグを空気にさらし，テント

１７：００解散。

内外を清掃する。

１８：００班員たちは時間どおりに帰宅。

７：１５

朝食。後かたづけ。

８：００

テントの形をととのえる。キャンプサ

イトの手入れ。・

□１泊キャンプでこ．
午後２時が近づく。班員たちが到着し始める。

キャンプ地からの探検ハイク。自然研

備品係はスカウトたちにすばやく配分するために

究とスカウトクラフト。日曜日の場合

斑装備品をひと山ずつ積みかさねて並べながら，

;よ，宗教儀礼。

しばらく前からそこにいる。食料係と次長は、食

11800

キャンプ地に戻る。昼食準備。

料品について同じようなことをしている。

12：００

昼食。後かたづけ。

１３：００

'体けい。

り，各班員が必要な装備品を持っているかどうか

１４：0０

キャンプ引揚げ準備（撤営）開始。炊

点検する。みんな持っている.’

８：３０

事場から始め，それから個人装備品を

リュックサックにつめる。最後にテン
トをたたむ。

しばらくすると全員が集まる。君は指揮をと

班装備品を配分する
■

すべてのリュックサックをあけて床に置く。各

ジーイロ

スカウトは自分の受け持つ班装備品と

食料品をもらい，適当にリュックサッ
クにつめる。備品係と食料係は，班員
たちが斑のキャンプ組織にどのように

とけ込んでいくか考慮に入れながら，
緊密に協力して，班の全スカウトに公
平にすべて･のものを配分する。そして

リュックサックにつめ終ったときに，

墨l1i露二塁

その中には６ページに列記してある物

’､曇二三

童i薑薑鬘曇’－護毫二三l鵬

品が入っているのである。

この表では．各スカウトがほぼ同じ

各自がそれぞれ公平に分担するように装備品を上手に配分する

-，４－

重さのものを運ぶように異なった品

班装備品の配分

物を配分するよう試みた。君はこれ壱自分自身の

場合に当てはまるように調整しなければならな

Ａ,刑設営係

；．．，

｡､－，．１５．．．，リ；.,

い゜テント，炊事用具，食料品の重さIよそとに揚

｡・１ＩＬｏ

Ａｂ１１・班長

げてある計画とは異なるかもしれない。

個人装備品

何ごとも中途半端にやらないこと。班の装備品
の正しい配分方法を発見するまでやめないこと。

キャンプに行く最初の１，２回は，どこからか浴

Ａ２・記録係

個人装備品

ルテントl張

テント１張

支柱とくい

支注とくい

おの（なた）１

スコップ１

救急箱１

ロープ１

Ａ３．備品係

Ａ４．演技係

個人装備品

個人装備品

掃除袋１

室用の体重計を借りてきて．実際に重さを計って
配分して調べてみろ。

一方，班に大がらでがんじょうなスカウト何人

かと，小さい少年が１，２名いるときは，彼らに
同じ重さのものを君はかつがせはしないだろう。

テント１張

テント１張

支住とくい

支注とくい

ロージヘⅢ

修繕袋１

Ｂ・炊事係

班員たちの力と，彼らが運ぶものの重さの間には

Ｂ１．次長Ｂ２・食料係

ある比率をもうけなければならない。君の判断力

個人装備品個人装備品

を用いて，リュックサックをその場合に応じてつ

菫芸二:}-袋に菫簔二:}-袋に

めさせろ。

肉入れ袋１～２調理用具セット１

ひょっとして，計量してみてリュックサックの

食品袋１肉入れ袋１

平均の重さが10kgをこえるときは，確かに若の装

救急箱１へ食料袋８
防水テープルカパーｌ

備品にはﾀﾉ何かまちがって刷ることがあるだろ

Ｂ３・会計係Ｂ４．ハイク係

う｡調べてｆ不必要な物を取り除きｉ荷軽にしよ

個人装備品個人装備品

う。－．パーへ

おの（なた）１スコップ１

ねじふ先付容器布バケツ１

キャンプ地への旅行

パン袋１２布洗面器２

向，；：､

布バク?シ’パン袋’

キャンプの旅行は，普通のハイクと同じ調子で

食料袋３

始まる。利用できるどのような交通手段を用いて

でも乢町から出なければならない。それから実際

‐ている，ほんとうのハ布力淳たちだ。彼らは自分

のハイキングだ。できるだけ大通りを避けて，間

弓)jたちのハイキング糠好き魁了しカル今日は，彼ら

道づたいに行く。

はキャンプのこどを考えて：いる。一一「もう，あ

今では君の斑員は､ハイキングのやク方を知っ

「楽しくやろう／」

書iii(iii）
;;!と?':い

まり遠くはないぞ'」｢もう着いていたらなあい

道の最後の角を曲がると，キャンプ地だノみ
んな足並みをちょっと早めろ。到着だ。
、~､一Ｊ

占翻５－

の鷺ぴき
illlllll1lllIli
～22～

。■IUD．

鏡､/爵

●ＯＣＣ●●●●●

この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

に1950年に発行した四海同胞(UniversalErPtherhOod)版巷もとに，1963年
にとくに出版された日本語版にもとづいています｡いま活躍中の斑長諸君の
!-..4.:.

力強いよｂどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの,よｂよし､資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

▽班のキャンピング（つづき）

れていくようにＪｉ地面にでこぽこがなくて寝床に
することができるように，尋々。、
これはあまり長い時間はかからないはずである

キャンプ地に到着する
そのハイキングは骨の折れるものだったかも知
●●

れない。班員だ.蚤は全員ひと休みしたがっている

が,■かかったとしてもむだにはならない｡配置を

決めるまでは，絶対に設営を始めてはならないＯ

さもなければ芽多;くの余分の仕事を後でやらなけ
ればならないかも知れないのである。

かも知れない。しかし，これは体けいす

１重こ;i8i1iill1i;i；

る時間ではない－まだである。その前

lMiMii1l1iMiiiii

にしなければならない仕事があるのだ’

何かをやる前に，まず班員たちにその
ザックをきちんと一列に並べて置かせ，
、パ

全員を一つの方向に向かせ，整列させ
る。「キャンパーの整列」である。

それから全員いっしょにキャンプサイ

トを歩き回って，キャンプをどうしたら
もっとも効果的に設営できるか話し合う
－テントを風からかばうように，炊事

場の火からの煙がキャンプの反対側に流

「おーい，やっとついたぞ'」

灘

キャンプにはたくさんの楽しみが待っている

－１０６－

iiii蝋iii灘繊蕊！

[鑓訂I、啓'鮮
釧灘劉； 班長のてぴ拳

どのように行われるか

仕事にとりかかる
配置が決まったらすぐに仕事を始めろ。全員が

さて,￣この組織がどのような働きぶりを示すか

それぞれ特別な仕事宗一次の方針にそった－に

を見るために，作業中のある班を観察してみよ

全力を打ち込む。

う。Ｔ班長の指揮のもとにあるイーグル班を例に
とってみる。

ロキャンヅプ設営組織□

これが彼らの組織である。ぃ
テント設営係：Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４

■（役割分担）－．

炊事係：Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４

(注）テントは２人用の小型テント

全班員がキャンプサイトを点検した．「さあ，
仕事にとりかかろう’」とＴ班長がいう。それか

⑧テント設営係

ら，班はその有名な働きぷりで，いっしょけんめ

■義|蕊|:[…〃

い働き出す。
テント設営係全員は,Ｔ班長自ら指揮をとって，

口鮮|薑|譲義

各自のザックをテントを張る位置に持って行き，
炊事係は，Ｅ次長の指揮のもとで，各自のザック
を炊事場の位置に持って行く。ザックをあけて，

班の装備品だけを取り出し，個人用品はザックに

騨率刀■１．．

農しておく。

:■《二Ji篁繍責邊読11.■■

蝋繍料品を1雫－．

テント設営係の仕事
テント設営係の班員は，テント，支柱およびく

蕊ごこ=|鱗;←

ごこれでわかるように，上記の作業案は班員８人

いを広げて，それから最初の二つのテントを張る
仕事にとりかかる。Ａ１とＡ２が一つのテントを
受け持ち，Ａ３とＡ４の班員がもう一つのテント

にとりかかる。⑥針

の班を標準として立ててある｡～班員が少ないとき

彼らはうまい方法を知っていろ。まずテントの

は，仕事のうちいくらかは兼ねて行わなければな

四隅にくいを打ち込む｡.その後で－人は前側の支

らない。もし多人数のときは，仕事の中のあるも

柱を垂直に立て，もう一人は前の張り綱をくいで

のは二人の班員に分けてやってもらってもよい。

とめる。それから支柱を立てる役の者は，うしろ

重要なことは，各々の班員が何か｣仕事を分担し

の支往を立て，その相棒は後部の張り鋼をくいで

ていろということである一一つま『ｈだれもぷら

とめろ。最初の班員は次にテントの中に入って，

ぷらしている者がいないようにすることだ。

ソドクロスをきれいにのばし，もう一人はテント

－１０７－

の周囲をくいでとめ，それを正しい位置に整え
る。

すべてのテンィト芒張ク終るとすぐに，４人の班
員たちは寝床の準備をする｡:彼らはテントの内部

の地面から，石ころを取り除き,Lでこぼこをなら
し，木の枝を取り去って，すわる場所を整える。
そして防水グランドシートを所定の場所にひろげ
る。毛布（またはスリ戸ピングバッグ）をその持

ち主が寝る位置仁ひろげ，最後にザックを中に入
れて各Arのまく:Ｉら元のほうに置く。

垣Jこれで野営の準備は完了したﾉーが

蕊
パテント設営係はテントを張るのに
１０

いっしょけんめいだ……

～次;の仕事は便所作りである。Ａ１とＡ２の班員

ろ｡掘り出した土を一方に積んでおいて，穴の中

がひまな時間にする。彼らは舵ぱな便所は作ら

にあるごみに簡単にスコップでかけられるように

ない。そんなものは,炉班キャンプには必要ないの

する。（注：空きかんや空きびんは埋めてはいけ

だ。たて約60センチ,〈よこ約25センチ，深さ30～

ない。燃えるごみや生ごみはできるだけ燃やし，

60センチの簡単な野営便，軒を掘る。それはテント

残ったぐずだけを埋めるようにする）…

サイトから十分離れていて，しかもあまり遠すぎ

便所とごみ捨て場の準備ができたら，テント設

ない場所にする６１そして水くみ場から少なくとも

営係は全員集まって，晩のキャンプファイアの場

60メートル以上離れていて，低い所である。自然

所を決める。地面を掃除し，十分な量のまきを集

の繁みでしゃへいされるようにしてあるので，と

め，いつでも点火でき春まうにしておく。．

－．Jﾐﾊｨいわ八片い'～；

の場合，便所作りのヌカウドたちはｂその周囲に

何も囲いをする必要はないｏ掘った土を一方の側

．｛八卦ノ

炊事係の仕事I

に積んでおき，木で作ったスコップのようなもの

一方，炊事係は，四つの異なった仕事にとりか

を置いておいて，それで，いつでも便所を使用し

かっていたのである。Ｂ１のＥ次長は，すべての

た後に，±をかけるようにする。トイレット・ペ

炊事用具を取り蛸乞|彼は地面に防水のテーブル

ーパーは，切り開いた空きかんに入れて，雨にy。

カパーをひろげ，その上に食器袋を置く。これを

れないようにして手近なところに蕊ら下げる。そ

すますと，夕食の材料蓬取り出し始める。

して，便所の位置を全班員に知らせる。

,【.！

Ｂ２の班員は，自分の好きな種類のかまどを作

一方，Ａ３とＡ４の班員は，炊事係のスコップ

るのにいっしょけんめい泥一一そ:れは高床式のか

を用いて空きかん捨て場を作る。この場合それは

まど（立ちかまど）であるが，しかし石のかまど

炊事をする者たちに便利鞍ように，炊事場に十分

でも，溝掘式のかまどでも，あるいは簡単な自在
Ｊ、｡◆

近くなければならない｡とみ捨て穴は，３０センチ

かぎをつけた丸太のかまどでもかまわない。それ

×30センチ，深さ60～90センチのものが必要であ

はテントのほうに煙や火の粉が流れていかないよ

－１０８－

▼、

王妊長のてぴき

￣

￣■

ｊｄ
勺

‐

意し，デザートの一部として出すべきではない。

やがてテント設営班のメンバーの何人かが，そ
の仕事を終えろ。

彼らは班の協力を効果的にするためのルールを

思い出す。「自分の仕事をやり終えても，何か仕
一．；鬼・ﾉｰ叺

事が残っていれば，それは皆の仕事である」

「さあ，食卓の準備をしよう」と班長（Ａ１）
が提案する。班員たちはザックから食器の入った
袋を取り出し，小さい輪になるようにそれらを地
．．…一方，炊事係は夕食の準備

面に置き，それから開いて，食器を袋の上に並べ

をはじめる

る。これで食事の用意はできた。いよいよこれか

うな場所に作ってある。かまどの準備ができるこ

ら食事にかかるのだ。全班員が、食卓．につく。

ろには，Ｂ３の班員はＢ２が炊事をする火を起こ

そして班長は「感謝の祈り」をささげろ。＜スカ

すのに十分なまき老持って来てある。

ウムのキャンプでは，食事の始まる前に，班はち

Ｂ４の班員は，布バケツで炊事用の水をくんで

ょっと待ってお祈りをささげろ。よい班はキャン

くる－実際に炊事に使う分だけでなく，二つの

プでのすべての食事の前に，食事のお祈りをする

洗いおけ（布洗面器はおけにも使えろ.）をみたす

－各々のスカウトが心の中で，それぞれのやり

分もくんでくるのである。

方でお祈りをするか，あるいは各自がその信仰に

これらの四つの仕事が終ったら，班員たちは二

従って，かわりばんとにお祈りのことばをいう＞

人ずつ－組になって集まる。Ｂ１とＢ２は手を洗い

Ｂ１とＢ２の班員は，食物の入っているなべ類

炊事にとりかかる。彼らの仕事はプ家族的な食事

を持ってきて，皆に給仕する。

を作り，適当な順序でその料理を給仕することで

う－ん，これはうまい／

ある。肉は半時間前にではない;野菜と同時に料

食後の皿洗いは簡単だ。深なべlぱいの水が火

理する。そしてスープはま:ぅ錦に出せるように用

にかけてある。それは食事が終るころまでには，

沸騰しているはずだ’そしてごみはも
｡、

う焼し､てしまった。

霧議

まあ，これがわがイーグル班のやり方
である。訓練を受けているのだから，君
の班でもそのようにうまくいかないとい
う理由はない．

晩のプログラムへ

家族式にすわる－これがすぐれた班のやり方だ

－１０９－

キャンプは整とんされ”夕食は終り，

;;i蕊(班長のてぴ毒 );灘篭蕊鶴i蔑灘穫鎖Z;溌懲j霊室醗醗iii鰯溌醗議騨潅ｊ５鑑:1Ｊ霧
あとかたづけもすませた一晩のプログラム

の時間が来たのである。；

まっくらになるまでには，豈遁１時間くら
いは明るいかも知れない。との時間を利用し
てゲームをする。

さらに寝るためのベッドの準備ができていＩ
ろかどうか，最後の点検をする。ついでに，１
K1も-

積んであるまきから，（、くらかたきつけ用の，
まきを，テントの一つの中に入れておく。夜

の間に雨が降るかも知れないし，朝食の炊事

班のキャンプファイアを囲んで過ごした思い出は，

,．【IＦＩ

の火を起こすために，まきを乾し､江状態にし

いつまでも君の胸に残るだろう

‘:`奪〆￣::『'.＋‘･か÷

てｵびく最良の準備となる。

だんだん暗くなってくる。星が輝きはじめる。

君にかかっているのである。もし君自身が正しい

木々は黒いシルエットとなって，おおいかぶさっ

スカウト精神を持っているなら，その正しい精神

てくる。キャンプファイアの時間が来たのだ。も

は，君のすべてのキャンプファイアで，君の班員

し寒いときは，テントから毛布を持ってきて体に

と共にあるだろう。

巻きつけるか，セーターを着る。

たくさんの人が参加する団や地区などのキャン
．｡－１Ｊ･'0.1『､

皆，火床老囲んで円陣をｲｳﾞEって集まる。班員の

プファイアでは，スタンツや演劇，コンテストや

'■１１巳｡.’｡､

９？・9．．．.

一人－－ファイア・キーパー（火も１１)`）と呼ぶこ

大きなセレモニーが行われろ。班のキャンプファ

とにしよう竜一が点火する。小さい炎ｶﾇまきの間

イアは違う。ここでは，プログラムは即興的であ

からおどり上がる。あたたかい炎の光が班員たち

ろ－つま!)決まった出し物ではなく，各自がそ

の顔の上にひろがる。

の場で思い思いにやればよし､のである。もちろん

い;；、１１．

HUS□。■'

.･ｊｂ､百､~?｡

゛'’’９６~．,『､．

‘:..-（．

．‘人乢，

：ｌ：．

キャンプファイア'そのことばには魔術的な

それでも君くまプログラムの基礎を作るためくこ，

響きがある'後々に，キャンプそのものの記憶

二，三のことを考えておいてある。班員が好んで

は消え去った後でも，班員たちは赤々と燃える火

うﾅこう歌，物語．討論の題目などである。しかし

の周りで，友と輪になって，だまったままじっと

それを絶対に守らなければならないような，むず

残り火を見つめたり，あるいは上きげんで語り合１

かしい融通のきがな#〕ものにしてはならない。む

､`.二・今,2.4.'..
〒年、｡.ｂ

．．.-15.

って週.としたひとときを思い出すことだろう。

…~川１丁
qo□・・ず｡

‘．｝．‘・‘

しる君の班員たちの'ムードに従うようにする。

．：ヂダー8-.

＜ｂ返していうが，すべての》ことは班長である
工！nルイ．

霊iiij1(尋

・ハワ4.0.．

班のキャンプファイアで斑あまりやる:ことがな
｢）A～;ｉｊﾝ＆埒ピバ笠･～甘

くても気にするととばない。キャンプファイアさ

えあれば，たとえ、プログラム、どおりに時間を
Ｊも｡｡

埋めることができなくても，十二分に過ごせるか
らである。

-１１０－

、‐５６ワ

Ｕ

ｔｏ

の鷲び'毒
●●

'''''１１１''１鱈
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I州この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，1963年
’こと<に出版された日本語版にもとづいています｡いま活霞中の垂臺藷君の
力強いよりどころとなるよう，そして次長や斑員の皆さんの，よりよい資料
一となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。
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77斑のキャンピング(つづき）
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火を囲んで
ＣＯＬＬロ。

｡．＿.`へｑ●.１Ｒ･・－

%1b9iji：－－．．．・ﾊ宝、Ｕ

・・・－５．，t‘．．．

“』繊鶉ゼンプ訊洲アの様子である。
初灘乙砂曰のことについて,そして翌日は何
をするかについて話をする。－－実際に翌日の計
画を立てるのである。そうすると班員たちはスカ
ヘ:汀：・

ウティングーー般について話し始めるかも知れない
し，あるいは学校，またはスポーツプiさもなけれ
－＄.【､．．

Ｍ:，いつかの晩彼らのうちの一人が見た映画につ
いて，話し始めるかも知れない

．、．｡｡｡

それからだれｶｺが言う，「ところで，それで思

い出したんだけど……」そして彼は続ける。もし
だれも言い出さなかったときは，君がするｓ君が
話し始めると，他の者たちの中のいく人ががそれ
に口をはさんで，いっしょに話し出す。

「歌をうたおう'」それまでは，スカウトたち
－１１１－

●

￣「ロＬ￣・■￣■、肉ソ，一口･￣￣･Ｐ￣￣＝ＤＰ￣￣－ｂ夕

【謹占`一弘[二
，－－２凶I要塞羽; 班長のてぴき

－－００－，…LRU＝､－－－
■■■

■ＤｎｐＬ巳ｑＤＰＭ口，

磯

ろ間に火を消す。火消し係は，燃えている木切れ

て，寝とこちのいい姿勢で横になる。ただし班長

を広げ，それらに水芝まき，全部の残り火が消え

は別である。君はまだ果たさなければならない，

ているのを確かめる。黒く燃えつきた炭を残して

いくつかの責任がある。君はテントからテントへ

立ち去りながら，彼らはテントの明りがぼ一つと

と巡回する。皆がくつろいで不満はないかどうか

浮かんでいるのを見る。中にともっているランタ

調べる｡テントの入口のとびらがきちんとしまっ

ンの光には，何かしら神秘的な感じがただよう。

ているかどうか注意する。

床につく

すべてはＯＫだ。君は空を見上げる。雨の降る
気配はなさそうだ。だが万が一ということもある

みんな就寝準備にいそがしい。

から，テントロープをちょっとゆるめておくのが

君たちの中で，昼間着ていた制服のまま床に入

いい。それで君は，入口の支柱を少し土に押し込

るのは，新米のキャンパーだけだということを，

むか，あるいはその支柱:の根元のわきにあらかじ

君たちはよく知っているはずだ。全員パジャマ，

め作らせた’５cmほどの深さの小さな穴に，支柱

その他の寝まきに着がえろ。制服はきちんとﾅﾆた

をずらしてさし込むかする。これはうまい方法だ。

む。それらはまくら代りに使う。くつはテントの

そしてようやく君は床につく。

入口に並べろ。．

班員たちのおしゃべりはまだ終らない。君は，

やがて班員たちは自分の寝袋にくるまる。彼ら

君の時計が10時かっきりになるまで，または消灯

の中のある者は，ちゃんとした寝袋を持っている

時間がくるまでは，何時まででも，皆といっしょ

が，他の者は，自分で毛布の両端を毛布ピンでと

になっておしゃべりをする｡そして君は言う，「１０

めて，寝袋に変える術を知っていろ。

時だ／お休み／ぐっすり寝たまえ'」他のテント

そのころになると，みんなのおしゃべりもいち

からかすかに「お休み／」が返ってくる。それか

ばんにぎやかになる｡ようやく皆は寝袋にもぐっ

ら沈黙。そして2,3分後には，ぐっすり眼?ってい
る健康な班員たちの寝息が聞こえるだけである。

つまり’もし君が班をこのように訓練したらで
ある'

キャンプで震る
もしこれが君の仲間たちといっしょのキャンプ

の最初の夜であるなら，君は彼らと君自身を，十
分に休めるように導かなければならない。
不慣れな環境，夜の物音，固い寝床，昼間の興
奮で，皆はなかなか寝つかない。
「床につくとすぐ窪る’」ほんと

その時こそ，皆を本物のキャンパーに仕立てる

うのキャンパーとはこんなものだ

仕事が始まるのだ｡さもなければ，彼らを新米ク
＝１１２－

翌:朝
キャンプで初めて迎える朝には，

だれかが早起きすることだろう。特

に新入隊員ほそうである。眠れなく

てもＪ起床時間までは床についてい
るように，きつく言っておく。いっ
たん起きたら，もうどうしても眠れ

ないからだ。皆に，夜が明けないう
ちに起きなければならないときは，

「、消灯’・の合図から朝までの静じゃ<，ああつまらない’」

できるだけ音をたてないように動
できるだけ音をたてないように動
き，すぐに床にもどらなければなら

ラスの生徒にしてしまって，彼らはそこから絶対ないこと蓮ｊ理解させる。

に卒業できないだろう。君は班員たちの健康の保護者だ。十分な睡眠は
もし君が彼らのキャンプ第１夜に,遅くまでお健康の素であるだけでなく,翌日のキｗﾌﾟ生活
-.L8iL

しゃべりするままIこさせたら，彼らは次の日も，を楽しく過ごすための婁件である。もし君の班員
．、，』ｊｔ：學．Ｂ
その次にもそうするだろう。し力>し君が最初からたちが十分な睡眠をとちなかったら，その曰の夕
「われわれの班では,テント(こ入ったら寝るのだ」方には,皆ふきげんな顔を並べ,おこりっぽくな
．.'ｘｉ９ｊ:－．

と，固く言いつけると，君は皆の名誉になるひとることだろう。そこで，くり返して言うが，皆に

つの基準を設けることになるのである。（よ床の中でじっとしているように言いつけること
彼らに君の「お休みなさい’」を，晩の最後のだ。
言葉として認めさせ，翌朝の君の「お早よう'」君の「お早よう」という威勢のいいあいさつと

をキャンプの１日の始まりとして認めさせる｡斑Ｉ:い､ともに，キャンプは再び活気を呈するｄＪＹｉ
～‘：いぷ～`錨ルー～i:ん､./野j）!γ・
員たちの忠誠心に訴えること。彼らに,自分自身臘与は動きだし；｡::h零身はだかになって洗面し，
､｡十一"'ＬＡ

が眠れないときでも，眠れる人々のﾌﾞこめを考えて

歯蚕みがき，服を着る。一日は始まった。仕事は
，６～“ｉｆ…’･弓:.；…ん諏……ハミザへ

やらなければならないことを理解させる。……／
進ﾊｺﾞでい‘ろ。
－.Pcq9..,’'４｡

それは最初はちょっとむずかしいように思える,『

炊事係は，火を燃やして朝食の準備をする。テ

かも知れない。班員たちは寝袋の中で落ちつかなン卜はとびらやウォールを広く開けて;ﾉ風通し老
いで寝返りをうち，何かを言いたがり，多分さきよくする。
やきたいかも知れない．「シーツ」と言ってすぐ朝食が出され，皆食べる。炊具や食器のあとか
止めさせろ。もし君が決めたとおりのことを言ったづけがすみ，炊事場蓬掃除し，火を消す。
ていることがわかれば，彼らは静かになるだろ

寝具は，１時間以上風を通してから，君の班で

う゜そして突然眠りにおちいる。決めたやり方にしたがって，巻くかたたんで，テ
－１１３－

i繍蕊i識Ｉ蕊騒X蕊騨羅耀三i蕊i璽毒蕊鰯鰯ｉｌ鍵i騨蕊iii(班長のてぴき】農鎧
ン卜の中にもどす。テントは整とんされ，キャン

］金

プはきちんと整っている。

篝iii篝菫iLMiii1i1'鑿ill1il1鑿illii:;：

午前中のプログラム
整とんが全部終ったら，真のスカウティングの

字Ⅲ」

午前中のプログラムにとりかかる。

この時間中は，だれもキャンプにとどまるな。
付近のハイキングに出かけよう。探検に行こう。
この機会を利用して，スカウトの必修課目の中の

いくつかの訓練巷する。その活動種目は，「班の
ハイキング」のところで述べたものとほとんど同
朝のうちにハイキングして，周囲の事物を研究する

じである。つまり，自然研究，追跡，信号法，オ
リエンテーリングである。

んな水泳でも許してはならない。斑ハイクや斑キ

近くに水泳施設があれば，班員たちは泳ぎたい

ャンプでは，君の地区や県連盟が認めている成人

と思うかも知れない｡そうなると事はめんどうだ。

の水上安全法救助員の監督指導の下でないかぎり

君は班員たちに対して責任がある。彼らが皆泳ぎ

水泳は絶対にやってはいけない』救助員は，最少

上手であるにしても，彼らの健康状態がすぐれて

限の安全要件を知っており，それらを確実に君た

いることが明らかでも，どこかに思わぬ間違いが

ちに守らせるだろう。

あるかも知れない。この間違いは，班員に災難を

泳げるだけ泳いだあとは，ちょっとだけ日光浴

もたらすかも知れないのだ'そしてもし，それ

巷する。長時間はやらないこと。もし班員たちが

が起こったら，責任と非難は君にかかってくるの

それまでに日焼けしていなかったら，半時間ほど

である'

でたくさんだ。寝そべってまっ黒に日焼けするよ

『すべての必要な安全処置をとらないかぎり，ど

うなことはｎだれにもさせないことｏ日光浴の間

←は〆誉を動き回らせるよ

趣

鑿|艤篝i篝!｛

うにする。君は彼らを，
Ⅱゆでたてのえびのような

かっこうで，あるいは，

,ひどい日焼けをさせて家
に帰したくないはずだ。

服を蓋て再１６パハイキン
ーグ蓮続ける５あるいは昼

費壱食べにキャンプにも
水泳はすばらしい－もし必要な安全対策を蕊ずるならばである

－ｕ４－

どることを考える時間か

も知れない。ハイクするということは，なんとお
なかがす〈ことか’

昼食一ｎW}w:為｣一Ｊへ
慾・『～（ｊい.．．．．

-泊ｷ毒ﾝﾌﾟの昼食,峯鏑と篭L審議章垂豊

自分の持ち物を集め，それぞれの品物を入れるべ

~1.1.､凡.Ｌｒ６Ｃ･ノ.,..･

事でなければならない。斑員たちは〉夕方は家で

き袋に入れ，いつでもザックに詰められるように

夕食をとることになっており，キャンプでの食事

する。

は，彼らが帰宅するまでへこたれないようにする

個人装備品のかたづけが終ったとたんに，班は

ためのものである。

いそがしくなる。

サンドイッチ，かんづ:62Ｍジメーサを温めたも

、設営係の連中は，テントからグランドシートを

の，デザートとして〈果物かクウキーーーーまあそん

引き出してたたみ，それを入れるザックの上に置

な程度でいい。（注ﾉｾﾞJにjぎiりめしはif》不衛生にな

く。それから二人ずつ組んで，テントをたたみ始

りがちだからさける)i乱い(iユヘ

める。

や

食事がすんだら，炊事係はすぐに食器のあとか

てっとり早い方法は，テントを立てたときの方

たづけをする。この仕事が終った後で，皆に短い

法を逆にすることである。親綱用以外のくいをす

体けい時間を与える。

べて引き抜き，土をよく落としてからくい袋の中

てつ

時間のﾌﾞこつのは早いものだ。撤営の時がきた。

に入れる。一人はテントの正面に行き，もう一人

は後に行く。同時に前と後の親綱をくいからはず

撤営一

し，テントをぺしゃんこにする。くいを引き抜い

班のギキンプを客たむとき,■まずやるべきこと

て袋に入れ，テントの支注ははずして分解する。

は，すべての個人装備品のしまつ巷すると:とであ

一人はテントの上部(むね)の前のほうをつかみ，

￣●

り’。

ろ。

もう一人は後のほうをつかんで，いっしょにテン
￣へ．。、多

君が「さあ，始めよう」と言うとり班員たち(よ

トを高く持ち上げて，風に向かってすばやく動か
し，それからすばやくテントを

地上に置く。こういうふうにす

れば，テントは下におろしたと

琴

きに，しわがなくなって簡単に
たたむことができ，支往やくい

袋をくるt'ことができる。

テントの荷づくりを終えると

すぐにγ便所とごみ捨て穴に士
をかぶせて埋めろ。
､ザ、年

(1;～･Iムー.A､（）悪いｉ【‐｣低い

－１１５－

の鷲ぴき

H図岬炉璽

醗戸がP感勘匝

IlllIM11IImU
～24～

、●●●●●●●●

o凹町､．

この「斑長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

に1950年に発行した四海同胞(UniverSalBrotherhood）版をもとに，1963年

にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君の
力強いよｂどころとなるようＬそして次長や斑員の皆さんの，よりよい資料
人．－．

となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。
：Ｐ弓．
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７班のキャンピング
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キャンプの跡を残すようなものは--つ残らず拾い

徹誉（つづき）

上げる。たとえ紙切れ一つでも，またどんな小さ

－だ:炊事係は炊事場をかたづけるのにいつしいこつぱでも残してはならない。
よけんめいだ。二人力喰器と食品袋をそれぞれ入君の最後の仕事は，火を消すことである：火の

れなければならないザックに分け，他のスカウトーボ粉が全部なくなるように－－完全に確実に一一そ
だちは炊事場をきれいにかたづけた。彼らは，最の上に水をまく。次に，燃えがらの上に±をかけ
後のぎりぎりの時間まで消さずに残し

ておいた火で，ゴミを焼いたり，空か
んをつぶして処理したりした。また，

使い残りのまきをしまったり，林の中
へ散らしたりした。

この班の仕事をすべて果たし終える
とすぐに，班員たちはそれぞれザック

ロ■

をつめてロをしめる。

君は合図をして，皆をキャンプサイ
トいつぱいに一列に並ばせろ。そして

列を組んだままでサイトをねり歩き，

サイトの工作は全部とりこわし，火は鐘え残りがないように消す

－１１６－

Ｌｊ

；懸撚蕊ii蝋ｉｉｉ

ｄ

ＲＬＰＩごＤ－■０，
－■し～■

班長のてびき

て踏み固めろ。最後に芝生をも
まどだった所が，今は地面がほ

リ

上がっているだけで，その周辺
がつかなくなる。・

雨の中でテントをたたまな
ければならないときは，仕事

はいくらか違った手順で始め

る。そのときはテントはいち
ばん最後まで残し，その他の
用具やザックを雨にねらさな

蝋

いようにそこに置く。便所やちり穴も埋め，火も

'よ続く－とくにキャンプ巷したことによって，

消し，その他のことを全部終ったら，テントを倒

君が学んだ教訓を身につけた場合はそうである。

して荷づくりする。：／

次の班集会で，その経験について話し合う。そ

君はキャンプサイトの最終的点検をする一完

の席上で皆に次の質問をする。

全だ'－「用意はいいか？さあ出発だ／」そし

１．われわれは何を学んだか

て班は家路につくのである。

２．何がよかったか

３．そんなによくなかったことは何か

用具をしまう

これら三つの問題を率直に話し合うことによっ

町にもどると，その足で班の本拠へ行き，班の

て，君たちの将来のキャンピングを向上させ，初
・回よりも好結果を生むことさえできるのだ。

装備品をしまう。
備品係が引き継ぎ，直ちに全部そろっているか

たとえば，組織には改善の余地があり，装備品

どうかを点検する。それから彼は品物全部をそれ

は適切でなく，ある食料品はあまりにも多く，あ

ぞれの場所へしまう。テントが雨のためにぬれて

るものはとても少なすぎたことがわかるかも知れ

いるときは，しまう前に乾かさなければならな

ない６班全員の意見を聞いてこそ，次のキャンプ

い。そうしないと，そのテント地はカビでだめに

では細かい点まで改善を図ることができるのであ

なってしまい，テントの寿命が短かくなる。同じ

る。

●.。

もちろん君は，最初のキャンプで万事が正確に

ことは布バケツや布洗面器にもいえろ。

食料係は食品袋の始末をする。腐敗しやすい食

物が残っているときは，斑員たちの中のだれかに

行われるとは思わないだろう。それは期待のしす
ぎというものだ。

家に持ち帰らせて使用させることによって処分す

しかし，君が最初のキャンピング旅行で期待す

る。肉袋その他同じようなものは，しまう前に注

ることは，班員たちに，真のキャンパーになりた

意深く乾かさなければならない。

いという望みを呼び起こさせることである－そ

の望みとは，皆が毎週末ごとに野外に出て，ほん

何を学んだか

とうのスカウト活動の一部として行われているよ

1泊キャンプは終ったが，班に対するその影響

うな，野外生活を送りたいと思うようになること

－ユユァー

である。その望みを班員たちに植えつけることに

自分の仲間だけのものを行って，別表に示してあ

よって，君は君の班を，ほんとうの班になるよう

るような採点方法を用いて，その能力をテストす

に仕向けるだけでなく，そのスカウトたちが，よ

ることができるかも知れなし､。

・蒋一

b強い,,i凝り健康な，そしてより幸福な少年にな
し、.`

ろように助けていることにもなる。

＜キャンポリー＞
さて，君のキャンプ訓練はどのくらい効果があ

！．､３t;：.．、

.i-z＜､■fo4､

このような採点方法を考えﾌﾟこの(よ，隊の全部の
班に，隊のキャンピングの水準に到達する機会を
与えるためである。この採点の最高得点は５００で
ある。400点以上をあげた班はＡクラスだ。３００

点から400点までのものはＢクラス，参加はした

るだろうか？それを知るもっともよい方法は，

が300点以下にしかならなかった班はＣクラスの

その班を地区または県連盟のキャ.ンポリーIと参加

格付けを受ける。

させることである。

◇君のキャンポリーの体験

毎年春や夏には，国内いたるところでキャンポ

リーが行われており，そこで班は，効果的なキャ
ンピングを経験する。

キャンポリーとは，二つ以上の隊のキャンピン

グの技能を実地に発揮してみせることであり，隊
は，それぞれのキャンプを一晩以上同じキャンプ
地に設けるが，それは楽しみとよい仲間づくりの

●Ｃ■￣￣■●￣●●●｡￣■●￣ｃｃ￣￣￣の匂一一一一一一Ｃ●●￣￣￣￣￣｡￣の￣￣￣￣■■￣一色￣の●－－－￣●●■￣￣●●Ｃ－－Ｃ￣■

それが，どんな様子か見てみよう。その日がく

る。用意がととのい，全員正装で，装備品，ザッ
ク，食糧を持って集まる。そして住むばかりにな
った君のキャンプ地に到着する。

皆を点検する

ためであり，そしてお互いにキャンピングについ

設営を開始する前に，皆を点検してみよう。ザ

て学び合う機会を得るためである6“い：！～

ックの状態はどうか。パッキングのしかたには間

しかし君が県運の･キ稲ンポリー腱参加できない

違いはないか。班の装備品は適当に配分されてい

ときでも，隊のキャンプで,ルゲ豈込化して学蹴こ

るか６個人装備品は十分か。それから，班員たち

とができるかも知れない｡君はさらに）君自身で

の身なりはどうか。

ｎF台■「：..:望

iM1lI11liliii

籔藤蟹謬嚢:Rb

蕨

－１１８－

篝Ｉ鍵lii簔蕊！

キャンポリー採点表
●

班名

(最高点500点〕

最高点得点

最高点得点

Ｉ参加申込書

たか。

２．一人一人が班で一定の任務老
持っていたか。
３．全員が協力し，スカウトらし
い行動を示したか。

してあったか。

４．班は，ある種の、冷蔵庫．を
'‐用意していたか。
５．料理は同時にでき上がるよう

2０

い

1５

にしてあったか。

６．班員たちは，家族的な団らん

2０

のうちに食事したか。
Ⅵ保健安全および衛生
１．全員は少なくとも８時間の睡

Ⅲ装備品

１．スカウトたちは，その装備品

を適当に荷造りして，平等に配
分した斑の装備品や食料といっ
しょに持ってきたか。

''九驚き零騨委)と…

３．班はj~おの（なた）とシャベ
ルを持ってきたか。ト
ー救急箱は。

|Ⅳ織嘉ﾄと就…
|当董蝋髻萎騨麓
’たが6…::ルー、要二

眠をとったか。

２．炊事の火佳，小さくて安全だ

１０

ったかつ

●

2０

３．ナイフや手おの類は，安全に

５５

’２装備品は十分だったか｡’
２装備品は十分だったか。

４．すべてのごみや，食器を洗っ

使用されたか。

たあとの汚水は，すみやかに適
切に処分されたか。
５．便所はいい作りで清潔だった

Ｖキャンプサイトと就寝準備

]し薮!ま適当なかまどを築いたか
｡ＪかＴ_

10

２．斑:よ調理品台をその場で作っ

か。
００

１１

１３．斑'鹸卓を暑蝿で作ったか

６．班はキャンプを撤収したあと

サゴトを徹底的に掃除したか。

Ⅶ身なり
１０

１．スカウトたちは，制服を着た
とき，終始きちんとしていたか
２．全員がキャンポびり-が終るま
で身なりをくずさずに，きちん

１５．全員が;彌鋤のしないル

｜ったり眠れるだけの場所を確保
Ｉできたか。

1０

Ｉない,快適な寝床を得たか。

１０

’６.全員が,温かくてじめじめし

に臺蓄鯛::雪

'1を鬘灘誓

籍

妬一通一」週一通一ｍ｜、｜巧一四一釦－．週一・釦一ｍ’（釦一応一：卯一一

Ｉ班の組織と指導力
１．斑長は効果的な指導力を示し

八

愈蒸蝉卿轌湘》

１１３１

食料品一覧，献立，費用
計画表

:L篭；

００００

１斑は次の事項を記載した
参加申込書を提出したか。
組織と仕事の分担
装備品一覧

としていたか。
Ⅶプログラム

１．班は時間どおりに到着したか

１０

２．消灯から起床まで，全員が静
かにしていたか

３．食事は予定どおりに出され，

1０

あとかたづけされたか。ノアＴ
４．班は，スカウト技能の催しや
キャンプファイアの活動に参加

１５

ＩｏＭ汚れたりしないように

したか。

1１９

鰯

ｴ狂長のてぴき

i灘繍蕊露露蕊露蕊蕊露蕊蕊蕊蕊露

ＯＫ，続けよう。組織はどうか。テント張り，

しかしそれだけではない。すべての班がキャンポ

､寝床の準備にいっしょけんめいになっているテン

リーで訓練を受けて，君たちの隊の夏季キャンプ

ト係がいるか。かまどを作り，水やまきを持って

は，かつてない最大の成功をおさめなければなら

きて，炊具を並べ，炊事をするため大活躍してい

ない／どうして？なぜならば，キャンポリーは，

る炊事係がいるか。

隊のキャンピングを，１回は始めから終りまでそ

これまではまあよかった／設営をし終るまで，

っくり予行演習することになるからだノ

君は手軽に働くことができる／

時間はどんどんたつノテントの位置は適切で，

快適なキャンプベッドがあり，毛布や寝袋はきち
んと置いてあるか。炊事場に不備はないか。おの
やスコップなど工具類の一定の置き場所があり，

使用しないときはそこにしまってあるか。ゴミ処
理の設備はあるか。それから，班の便所はどこに
あるのか。それはどんな場所に設けられ，どうい
うふうに建てられているか。

その意気だ｡/'
以上のチェックを終ったら，次の点について調
べろ。一人一人が一定の任務を持っているか。皆
が自分の責任を果たしているか。スカウトのおき
てはほんとうにキャンプのおきてか。すべてが能

率的，効果的に行われているか。
こんどは班の得点を調べてみよう。こっちもい

＜長期キャンプ＞
長期キャンプとは，同じ場所で１週間あるいは

それ以上キャンピングすることである。それは隊

全体が夏の間に行う種類のものであり，君の班が
参加できるようになったとき，腕の見せどころに

なるかも知れないような種類のものである。

隊の夏季キャンプ
その名に恥じない隊ならば，どの隊でも，毎年
１週間以上のキャンピングをする。

隊のキャンピングとは，隊をあげて皆がキャン

プすることを意味するが，これには隊長や副長た
ちも加わり，いっしょに遊び，ハイキングをし，

水泳をする－しかし，各班は個々の単位として
⑤

隊のキャンプサイト内で生活して，それぞれのテ
ント，それぞれの炊事場を持ち，それぞれ自分た

い。あっちもいい。ここは悪く，あそこはあまり

ちだけで炊事をし，自分たちの班長の活発な指揮

よくない。次回までには，君たちは全体的によく

の下にある。

なっていなければならない。

キャンポリーでは，すばらしい時間をすごす。

言葉をかえて言うと，「隊とは，その班全部を
一つにしたものである」と同じように，「隊のキ
ャンピングとは，班のキャンピング全部を一つに

したものである」つまり隊と同じなのだ。

隊のキャンプ計画が春に発表されたら，ただち
に君は，自分の班の計画と仕事を，そっくりこの

大きな行事に向けて集中したくなることだろう。

書ii重鍾ii電iliii篭i`iii嚢i雲：

その年全体のスカウト活動の総仕上げともいうべ
きこの計画に，100％の参加を君は期すことにな
るだろう。

－１２０－
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こめ「斑長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood）版をもとに，1963年

にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長藷君の

力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

｡●+

７班の■キャンピング

.....……......…...............…..……..｡｡.....…….……５tG・….…....．
の一人あるいはその他の成人が，班と同行しなけ

＜長期キャンプ＞(つづき）

ればならない。

ヨロｐ長期毛ヤンプ

長期キャンプの準備

し力山，多くの班はもっと大きな望みを抱いて

隊の夏季キャンプのために準備をするというこ

いる。隊のキャンプに参加し，そのうえ，彼らは

とになると，君と君の仲間は，もちろん，キャン

ひとり立ちしたいと思うのである。そこで彼らは

プを成功させるために各班に要求される，あらゆ

夏のキャンピングを延ばし
て，さらに自分の班だけで１
週間以上の長期キャンプを試
みるわけである。

びく

ロ

ー■－－－￣■

￣￣

雪

この種の斑キャンプは，多
ば

くの覇気と豪胆さをもﾅこらす
ことになる。君はその計画を

隊長と話し合い，彼の承認を
得る必要がある。君の班の後
見役，つまｂ班員たちの父親

＝砧＝－０

ＮＩ当撒i閏朝::＝

班と共に１週間以上キャンプで過ごす－それが生活だ’
－１２１－

ろ計画と準備に打ち込む。班長会議が何回も開か

れるが，その時こそ，君が自分の考えを述べ，責

○

君は，少々きつい注文だなあと思うかもしれな

‘ｊ’．‘

任巷目|き受けるチャンスだ。.

い。そう；たしかにそうだ’しかし君は，自分

しかし，班の長期キャンプの準備となると，話

の経験からそれらがきびしすぎることではないと

はちがってくる。ここでは万事がほとんど，君と

いうことを知ることだろう。あらかじめこれぐら

君の熱意次第ということになるのだ。もし君が精

いの経験をしていないと，長期キャンプを成功さ

魂をこめてほん定し，班員を引きずって行けば，

せることはとうていできない。

君たちは全員すぱらしい経験をすることになるだ

いつ？

ろう。
弓:1.

君たちの経験

ｐＨ

からそれ以上にわたる

枝休暇を利用しない限

,ノ【｡

君は，班の長期

り，できないこと

キャンプ計画に着

はいうまでもな

手する前に，君と

了月田

全班員が果たして

い。－－つまり７
月下旬から８月末

をもっているかど

－－磯i輩ｉ
鰯iii！

うかを，確かめな
うかを，確かめなければならない。

取りについては，班集会でどの日がいちばんいい

計画どおりうまく

やれるだけの経験

君に関する限り，君は何よりもまず斑の1泊ギ
ャンプのリーダーとしての資格がなければならな・

までの間でない

と，おそらく無理
だろう。実際の日

か，十分に話し合ったうえで決めろ。

早めに君の計画作成に着手する｡J1造LL表ヤシプ

い。`第７章のはじめの「キャンプ訓練」のところ

を７月か８月に行うとすれば，４月中に準備にと

であげた条件のほかに，君は次の条件老もみたき

りかが〔為と；ても早すぎるとしiiラビとはない。期日を

なければならないのである。

決めるのが早めにできjれぱできるほど，それだけ

８‘君は君の隊長が満足するように,：自分の
班と少なくとも６回の１泊キセンプをした

早くその他の細かい事項についても，準備ができ
るのである。～

ことがなければならない⑨＿…．

●￣

何≦を？

’卜いけ-1ﾐで

９．君は隊または地区jiF連盟X､夏季キャンプ；
に，少なくとも１週間参加したことがなげ
゛.△む

ればならなし､。

君の班員に対する条件は，

君の班が自分たちだけの長期キャンプに出発す

ると，君が考えなくてもその時すでに，この「何
を」ということは決まったも同然だ｡つまり，こ

１０．参加するスカウトたちの少なくとも50パェ

んどのキヤニンプは，君がこれまでの１泊キャンプ

ーセント（君自身も含めて）が，君を班長

で何回も経験した訓練を，そのまま延長したもの

とする班の１泊キャンプに，少なくとも６
回参加したことがなければならない。

だからである。
しかし，その後の年には，君がやりたいと思う

－１２Ｚ－

EII＋

ほかの形のキャンピングがあるかもし
れない。

「変化は人生の薬味である」という。
まあ,変化は君のキャンピング経験の

薬味でもある。その薬味をいくらか入
ﾏ,れろために，たとえばインディアンの

なりをして,インディアン風の．キャン

ピングをしてもいい｡インデイ:ｱﾝの
服装，腰布やしか皮のくつを身につ
‘そ．‘．ｉ

け，踊り，｣儀式，ゲームなど「インデ

ィビァンの活動のプログラムを行う｡イ
ンディアン式の料理をし；そして手製

rそのうちインディアン式のキャンピングでもや

って”ティーピーの住みごこちでも味わったら…」

ｶﾞｽ卍のティＬピーやウイガム（いずれもイ
のティＬピーやウイガム（いずれもイ
､い，ンディアンの小圏あるいは木の枝で作ったシニ
ンディアンの小圏あるいは木の枝で，
ルター（仮小屋）で寝る。トー
〃ルター（仮小屋）で寝る。トー

箱を取ってきた－だが君たちは，できるだけ

「陸から離れた」ところに住み，野生の食用植物

それともシ穴居人式キャンピングはどうだろう

や〈だもの，自分で捕える魚を食事の一部として

…か。この場合は,テントやなべ類はしばらくの間

食べて生活しなければならない。このような種類

し；(用いない。できるだけ器具を用いないようにする

のキャンピングは，ウヅドクラフト(森林生活術）

,…ＩＤだ`にだ寝るだけの「熊皮」（毛布），スカウ

の心得が十分ないとできない。

ＩＣ.､41.､．.、

fl7i;ﾕ鼠卜ナイフとお桶の渥けにする｡リーンツーを建て，

パイオニア（開拓者)キャンピングでは，君の

←まさつで火を起こしウツイストパンとくし焼き肉

仲間は，昔の開拓者たちの仲間になり，ほろ馬車

巨焼き魚，あぶり肉などを食べる。穴居人の条件

のような覆いのついた仮小屋を建て，ほんとうの

のもとでは，体に気をつける。

パイオニアリングをする－わな狩人式の寝床，

無人島キャンピングはまたいつ慰う変わってい
や＿.!古き．#…
ろ。ここでは道具を?使用してもよい。ロピンソン

丸太のテーブル，橋，いかだ，オランダ式のか章
やバーベキュー用具等を用いて生活する。

ｗクルーソーは,▲座しようした船から品物の入った

ＰＴ

Ｓｄ.

どこで？

蕊

理想的な班キャンプの条件については，

前に１泊キャンプのところで述べにとおり

だが,長期キヤニヲにあつらえ向きのキャ
，ＶＲＩ;〆；

ンプサイトとし、うととになると，さらに考

:１１２１Ｗ
－１２３－

慮しなければならない点が三つ四つある。
ろ゛.■

・土地，しゃへい物，水やまきj〔j:どの条件
は，もちろんどんな場合にもあてはまる
が，ただ実際の敷地の場所となると，いく

……川'，､.\:'蕊懸jiiiら川悪蕊鐸班長のてぴき 蕊iｉ
､…--00凸ＰＲＬ

２．１～２キロメートル以内に
Ｉ

食料品を買えるところがある
か？

篭

３．ほどよい距離のところに農

蕊

「……さもなければ，開拓者になったつもりで，
さしかけ小屋で寝起きしてもよい」

場があって，そこから卵や野

菜その他の農作物を買うこと
ができるか？

４．簡単に行けるところに医者
がいるか？

５．その場所には，蚊その他の
病害虫はいないか？

○
最善の方法は，君のハイキング

らか異なるかもしれないのである。というのは，

係，できたら君自身がそのキャンプサイトに行っ

１泊キャンプでは，君は自分の町からあまり遠く

て,自分の目でＯＫかどうか調べることである。

へは行こうと思わないからだ。しかし，長期キャ

そして次善策としては，その土地のスカウト関係

ンプの場合は，遠い町はずれでやるところに最大

の人々に連絡して，調べてもらうよう頼むことで

の魅力の一つがあるのであり，班のだれもが，一

ある．知らせがあり次第．将来の参考のためにノ

度も見たこともなく，そしてかねてから行ってみ

ートにとっておく。さらにその地方の地形図や地

たいと望んでいたその場所に，いよいよ行けるの

勢図を入手してその図を研究して，その場所付近

だというところにおもしろみがあるのだ。

の状況をくわしくのみ込んでおくようにする。
■

その場所は山岳地方のどこか，または海岸，あ

どのようにして`？

るいは特に興味あふれる内陸の湖になるかもしれ

ず，またひょっとしたら，文字どおりの無人島に
なるかもしれないのである。

装備品

どこに行くか決めたら，君はいくらかの手紙を

長期キャンプの場合の装備品は，少数の例を除

やりとりする必要がある。君はその敷地の使用許

いては，大部分は班の１泊キャンプで使ったもの

可をもらわなければならず，そして小屋や水，ま

と，ほとんど同じである。

きなどについてもヅたずねておかなければならな

１泊の場合には，ぎりぎりいっぱい必要なもの

いし，そのほか次のような事がらについても，相ｉ

だけ，つまり２～３日間すごすのに間に合う分だ

手の返事をもらわなければならない。

け，君は持って行きたいと思う。長期キャンプの

１．その場所は，多くの人が出入りする所か？

場合は，もうちょっと気楽に過ごせるように，携

（その場所が，ある種の避暑地に近接してい

行品を手加減したくなるかもしれない。キャンプ

るかもしれないと思う場合は，これは特に

はある人々が考えているような，苦労しに行く所

大切である）

ではない。それどころか，長期キャンプとは，で

－１２４－‐

謡熱班長のてぴき 職ｆｈ､菖燃:'1二…;;LＩｉ
Ｐｄ

｡､／６０`､｡□ろ
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0.0時

'きるだけ簡単な方法で，できるだけのんびりと，

...fT；!.;／〈､､

‘をとる。しかし,1とのス礪嘉ツ網品ｶﾐ，キャンプ

中の暇な時間遙鍾■酵茄ず縫己<役立って

i楽しく過ごすようにするための場であり，このた

め１泊キャンプでは携行しないでもすむものまで

′くれることが分るだろう。

持って行きたくなるだろう。へ：

本は,hl君が持って行きたいなら，そうしてい

･{＄'屯

結論をいえば，長期ギ霧ンプ用のｲ鬮人装備品の

い゜１冊か２冊，役に立つ本を。安っぽし､本は何

．Ａ、。、．、ｈＬ４・・

一部として.わらぶとん用ｶﾊﾞｰを持つ郵縦，
役に立つ｡これは簡単なﾓｽﾘｼふ割布鰔詐

験刊かキャンプの精神に℃づくりしない。
班の装備品に追加するもの

っに５０c[【】'×150ｃｍの袋である。これに，わら，乾
草またはかれ葉をつめると，寝心地のいいベッド
に早変わりする。～いｵﾙﾑﾊ■いい

キャンプ地に蚊がいるかもしれないと思う；とき
は，かやと殺虫剤を持って行く。最悪の事態に備

前に掲げた装備品（本年５月号）のほかに
次のものも携行する。
・国旗

’ＷＩＦ；

・倉庫用テントー食料と装備品用

・炊事場用防水シート
・食堂用フライシート

えよ’

・スカウト訓練用具

個人装備品に追加するもの

信号旗，足跡追跡用具その他
・班の救急箱一

前に掲げた装備品（本年５月号）のほかに

・伐採用のおの

次のものを加えろ。

・制服の着がえ（上着，半ずぽん，ネッカ
チーフ，ストッキング）
・予備の下着（１～２ゼヅト）
やわらぶとんがわ（50cm×150cm）

班の装備品から考えろと，確かに国旗は斑がキ

ャンプ地まで携行し，そこで楽しく過ごしている
間は毎日ずっと掲げるのが本当だろう。

１１

・便せん，封筒，切手

倉庫用テントは，長期ギャンプで欠かせないも

・かや（できれば殺虫剤も）
・スポーツ用品

のだが，小型テントでもけつこう間に合う。小さ

釣り道具，アーチェリー用具等

い白布のテントなら熱を吸収しないでハネ返すの

一・本（ｉ冊か２冊）

キャンププライアで読むのにも適してい
る６の６

でなおよい。

雨に備えるために，かまどを覆う炊事場用防水

上記のスポーツ用品や，そのほか君が思いつく
．；

ままIと持って行くスポーツ用品は，いくらか場所

MＩｉｉｒ

かに，さらにいくつかのものを加える必要がある

－すなわち，かぜ薬，解熱剤，日焼けどめ，か
ぶれの治療薬等々・

伐採用のおのは，パイオニアリングでは手ごろ

鰯`’'１鰯

な道具となる。もちろん，特別に許可のある木だ

Zn､〃

鰯鴬
－１Z５－

"0

用フライシートを持って行くとよい。､
班の救急箱には，セットになるている品物のほ

f￥－．

灘

シートと，丸太テーブルやペンチにかぶせる食堂

けを伐採する。そしてまた，伐採用のおのは，各

種のスカウト技能訓練にどうしても欠かせない，
とっておきの道具でもある。

妻illE長.の

聰電雪鯵

麹Ｍ鬮魑

●P
●

。◇

ｃＣ●●

･より、
■ﾛロnuunUmnnE
■●●●
●●

色那～

［の「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood）版をもとに，1963年

にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長藷君の
力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの．よｂよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。．‘

７班のキャンピング
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＜長期キャンプ＞(つづき）

に計画する。そうすればキャ ンプ設営の仕事が楽
になる。

食＝事．．

計画作りにおける君の役割

メニューはあらかじめ十分念を入れて作ってお

装備品をそろえ，食料をまかなう仕事は，担任

かなければならない。食料係は，これでてんてこ

まいするはずだが，気のきいた者なら班員の母親

の備品係と食料係が計画する。

冒険計画を立てるのは，君の責任の一つで，と

たちの中の２～３人に頼んで，献立を手伝っても
らうだろう。

どんな場合でも，メニューはあまり複雑にすべ
きではない。…

キャンプの出発前に，食料を買うことにしてい

る食料品店や農場主などに連絡するのはいい考え

=§尋

だ｡その人たちに君の食料品リストの写しを送り，

君が使おうと計画しているものを，彼らが準備し
ておけるようにする。

キャンプ初日の食料は，家から持ってくるよう

次長といっしょに，キャンプ生活の計画を立てる

－１２６－

蕊ii蕊萎鰻菫i蕊i繍灘i鍛慧i蕊騨i雛灘iii識jj1灘;j蕊鰯(班長のてぴき】灘：
れは次長と二人で分担してやる仕事である。

れぱならない。君さえそのつもりになって，あら

キャンプでは毎日いろいろなことをやるが，そ

かじめ計画を組めば,そうなるだろう．

のうちには自然に順序よく区切られているものが

最初の日と最後の曰はＬ何のめんどうもない。

ある。すなわち，起床ｉ朝食準備，昼食や夕食の

最初の日は設営にいそがしい。同じように最後の

準備，テントの掃除，ベッドの整とん，体けい時

日は，撤営と荷作りをするのにいそがしい．

間および消灯合図というぶうに。

キャンプ第２日目は，普通，キャンプ生活を良

その間に起こることが，君たちのキャンプの性
格を決めるのである。

くするために費やされる。一君たちをより快適

にするためのすべてのキャンプ道具類を作ったり

キャンプ中は，毎時間毎時間を，始めから終り

するのである。残りの日々は，おもしろい活動を

まで，やｂがいのある仕事で過ごすようにしなけ

して過ごす必要のあるものである。何が行われる
かは，君の創意と工夫にかかってい

まどい

る。

原則として，長期キャンプではキ

ャンプの中で特別訓練をして過ごす
のがいちばんよく，午後はゲームや
&

競点に興ずるとよい。

午前中の活動については，多くの
模範例が第８章で示されている。

夕方の活動は，班員の好みと携帯
するゲーム用資材できまる。～
次にあらましを掲げるのは，キャ

ンプ生活一般に通じる日程表で，君

が計画を立てる際に役立つだろう。’

班キャンプ日課表
6:00起床合図。起床，洗面，朝食
の準備を始める。テントとキ

ャンプサイトの清掃。毛布や
寝袋を外に出して風を通す。
7:００朝食。あとかたづけ。
8:００国旗掲揚，朝礼。国旗をキャ
ンプの上に高々と掲げろ。輪

番交代。

8:１５スカウト技能訓練。進級に役
立つ技能の練習をする。

－１２７－

識簔r班長のてぴ毒 耀藤鵜壼ｉｉｉ雛2熱…‘
’｡..…＝・碧岫醤::鱒；
10:0０できれば水泳を行う。１５:３０との時間は，もういちど水泳ということ
ｕ:3０昼食準備，昼食。あとかたづけ。になるかもしれない。
．：

13:００体けい･手紙や日記を書し、たり，読書を１７:００夕食準備

したりして気楽に過ごす。肥:00国旗降納。国旗は大切に保管する。夕食
14:００キャンプ周辺でハイキングをしたり探検１９:３０夕方のゲーム，スポーツなど。：ルー
したりするか，あるいは午前に練習した２０:3０キャンプファイアーヌー:入～Ｊ－印

技能を生かして，特別な活動を行う。２１:3０消灯合図。就寝。消灯６３Ｍ<･～

“へキャンプでの班員の輪番交代ｻﾞｰｺ■
.｡．．.：、～.．￣．｝．’

砦．ｉ９悪．、

毎日８時には，輪番交代が行われろ。炊事長がキャンプサイト清掃係になｂ，あとのスカウトf二

Ｆ〃しや…

ももかわるカメわる任務を担当する。

この表には七つの任務しかないことに注意。班長はこの表には含まれていない。班長はキャンプ
１．

全員の「班長」であり，応援を必要とすiろところがあれば，すぐ゛手伝えるようにしているのである:．

～炊事長は，料理のしかたにl宝意深く?従って》肝時間どおりに食事を出せるようにする責任老もつ。

互職鋤手ぽ;撒事長のそばにいて総どおりに働き,必要なと:とをやる。
0-.●2,_､0゜

'へ箔i，irrKほ;炊事係たち;より先に炊事場に来て，炊事がすむまでそばで待機する９､
水係は，炊事係たち力喰う水を用意し，班の水おけを１日中満たし，そして食事ごとにテーブル
に飲料zkを置くようにする。

炊事場整理係はプ炊事が終るとすぐに，あとかたづけをするために湯をわかす。そして炊事場と
、．｝～

食堂を清掃し，次の食事に用いるすべての炊事用具と食器類をきちんと整理しておく潰僅老もつ。

炊事場整理助手は，炊事場整理係と協力して，その命令どおりに働く｡:……`－－ル

キヤンプサイト清掃係は，テントがきちんとしているか点検し，班のキャンプサ灘トー帯を常に
－▲

きれいにしておく責任をdもつ。
鋪１日

艀）鏑

第３日

第２日

４日

第５日

第６日

第７日

消防係

炊率助手

●

￣,ｄ２ず

１．

炊事長
I■

２

３

キャンプャナイ ト

澗掃

炊事場整 炊

係 理助手

炊事助手 炊事長
炊事肋手

水係

.､２－‘

キャンフPサイト 炊灘鴫整 伏浄事場
i水
滴掃係 理助手 鰹理係

｡

･ペ｡80ざｂＪ，

．．･･Pg1pJ

炊事長

キャンプサイル ご炊事場蓬
樹描．
係 理助手

係

Ｇ

◆

i間防係Ⅶ

－０

Ⅱ■

Ｗ

プモーｂ

澗防係

零場

蟹１浬係

凸0,
,_

ず

蝋｣編 事場
笠理係

水係

●｡￣

４

５

水係

炊事場
魁理係

６

消防係 炊事助手 炊事長
水係

炊事場整 炊事場

キャ ンブlﾌﾞ． イト

炊事場堕

係

理助手

整理係

キャンプRサイ 卜

炊事禍整

清掃. 係

理助手

滴

禍

消防係 炊事助手 炊事長
水係

理助手

整理係

キャンプサイト

炊躯場整 炊蕊場

滴柵係

理助手

消防係 炊事助H手 炊事長

炊事場

キャンプサイ 卜

iFf禍

係

●ｂ

７

鑑理係

水係

－１２８－

消防係

炊事Ｆ助言手

炊事長

i擬ij灘i磯灘識灘l聾ilii饗蓬ii壌慰塞繊i蓋jii瀞i璽譲E蕊iiiij(班長のてぴき〕灘

７■
－

つ■

盛

･班キャンプサイトの一例

長期キャンプで
いよいよ出発だ。全員集合。用具を
全部荷作りする。忘れ物は何もない。

全員が列車かパスまたは自動車に元

気よく乗り，夏の冒険を求めて出発す
る。そしてついにキャンプ地へ着くの
である。

ンプの場合とまったく変らない設営組

織を使って，君のキャンプは今，理想
の地に立つのブツ

炊事係は，キャンプの最初の食事を

我1kの入口（門）

作るのに一生懸命である。ほかの者だ
作るのに一生懸命である。ほかの者たちはそれぞ

仮枕の方鈎〔風下〉

これまで何回も行った班の１泊キャ

おちる。

れ自分の任務について働き，それが終ったら皆が

キャンプの手入れ

寝心地よく泊まれるようにベッドを作る。
夕食をたべ，食器を洗う。ちょっと体けいし

１日目はキャンプの設営に費やした。２日目に

て，それからキャンプで最初のキャンプファイア

はそれに手を加えて，キャンプ生活をより快適に

をする。

するすべてのものを取り入れる。朝食を終え，す

ここにはもう，ありふれた生活などはない。ま

べてのあとかたづけが終ったら，すぐに全員作業

わりはみんな,:親しい友だちばかりだ／そして

にかかる。

」、

これから過ごす日々の，どんなに楽しいことだろ

最初にすることは，昔の探検者たちが未地の土

うか。

地へたどりついたときにやったの.と同じことであ

キャンプファイアは短い。君たちは皆，１日中

る。つまりその土地の上に国旗を掲げて自分たち

興ふんしていたし，それに旅行や作業で疲Ｉれてし、

のものにするのである。そこで旗ざおを取ってく

ろ。「一日の終り」を静かに歌う。就寝!｢お休み

るのだ。急げ。先端に小さな環か滑車をつけ，そ

なさい'いい夢を見なさい幻

れにロープを通し，地面に穴を掘り，その中にさ

．･･い

たぶん君は，すぐに寝つかれないかもしれな

おを立てて埋め戻し，その囲ｂの地面を踏み固め

い。たぶん君は突然自分の負っている責任一と１

て；最後に石を稜む゜

れから何日間か自分と寝起きを共にする班員たち

気をつけの姿勢で，国旗がさおの先まで上がる

に対する責任の重大さを，ひしひしと感じるかも

くまで注目し，次いで国歌をうたう◎

しれない。「私により強い指導力を与え，彼らの

＝君たちはキャンプ地を手中に収めたのであるか

すべての望みを満たしてやる能力を与えてくださ

らｊ今度はそれに手を加えてよくするため，数多

い」と君はひょっとしたら，心の中でお祈りをさ

くのことに着手してもかまわないわけだ。次にい

さげるかもしれない。それから，君もまた眠りに

くつかの例を述べてみる。

－１２９－

識;（ 班長のて ぴき、 ；霧;蕊溌議i鰹fii醗蕊繍灘;蕊懸鱗溌窪j蕊蕊灘鰯
。」

できろ。その冷たい水は，牛乳やパターの容器お

よび防水の肉袋などを冷たく保ってくれる。
炊事場についてはこれだけにしよう。こんどは

君たちの住みかの,ほかの部屋について述べよう。
各テントの外側に,くつのどろ落としを置き，
テントの入口のすぐ内側にくつかけを置く。くつ

を使用していないときは，すべてその上にかけて
きちんとしておき，じゃまにならないようにする。
タオルかけを立てるか,あるいはテントの裏側
一？：,

に雪オルや衣類善乾かす物干し用ロープを張る。

まず炊事場について考えよう。
石か丸太などで，がん丈なかまどを作る。また

ベンチつきの食卓は，多くのいろいろな方法で

は地面を掘って作る．使い古した石iiilかんか油か

作ることができる。ある方法では，地面に穴を掘

んでも，けつこういろいろなＩ形のキャンプ・オー

ってそれを作りγまたある方法では，棒とまっす

プンができる。上部の熱は底の火と同じように大

ぐな枝を組み合わせて作る。
最後に，キャンプの中央部に日時計を設けたい

切であることを忘れないこと。

と思うかもしれない。それはまっすぐなポールを

火ぱさみと火ぽうきがあれば/火を扱ったりか

その先が北極星を指すようにして地面に打ち込ん

まどをきれいにするとき，実に便利だ。

まきを積むときは，太さや大きさなどで分類し

だものである。

これらの器具を作るのには，ほとんど１日かか

てそろえて積む。雨にぬらさないように，その罎上

る。しかLル時間をさいてキ瀞毒プ鰹周辺の探検

にシート類をかけておく。

まき割り台を欠かしてはならない。まき割りを

ハイクiもして，自分たちの環境をﾀｻﾄﾞる峯訓こまる

そJhﾉﾜｳ§ら夕食,w体けい，キャン茅ユ茨.４ｱｰ字=‐

しない)ときくよ，それにおの老立てたまま|こしでお
￣◆

の

そうして第２日目は過ぎていく。（つづく）

く゜､～…

なべ類用の棚老作る。それは調理

W;三重i；

台にも兼用できるような構造のもの

にする。コップば低い木の,枝にかけ
ればよい。、

1111ﾛｰ薑R電雪ｉｉ蓬渓

炊事場用の冷蔵庫も必要である。；

塾

それは「冷却穴ぐら」の要領で作る

lrJ11fll塾INJJlIlIM

ことができる。すなわち60ｃｍ×60ｃｍ

盈炉鯵

×60cmの穴を掘り，側面は石を並
べ圷木でふたをする。小川などがキ

ャンプの中を流れていろときば，

「穴ぐら」を土手に掘ってその側面

三塁蕊

！

u1菫１１(ii壷ii三iそiii§111

に石を並べると，さらによいものが

－１３０－
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この「斑長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，1963年
⑧4．－

■
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にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活鬮中の斑長諸君の
,１．℃･や`了.

力強いよりどころとなるよう，そして次長や\IE員の皆さんの，よりよい資料
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となるように日本連盟がまとbbなおして，連載しています６バーjJ￣
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班員たちははね起きて行動を開始する。それか

＜長期キャンプ＞(つづき）

ら洗面をする。一人でも「後で洗いなおすからい

－．－キゲャンプ生活一

いよ」などといういい加減な洗面ですまさせない
ように。首も耳も歯も，そして同時にその他のと

初めのいそがしい二日間が過ぎたら，君たちは
計画どおり普通の日課に従って生活する。

ころもすべて「清潔」にしなければならない。

洗面の後で一日の仕事が始まる。炊事係は火巷

万事が時壱刻むように正確に運ばれる。食事は

起こして朝食の支度にかかり，後かたづけ係は後

く．．．

ちょうど:その時間に準備され，みんなが率先して

かたづけのために待機する。すべてが予定表のと

日々の活動に万全を尽す。ひねもすキャンプには

ｵびりである。

笑いと楽しみが絶えない。

’Ｉ、ｉ

段どりがあれば，その日の当番の二人の班員は
近くの農家に前もってたのんでおいた牛乳その他

朝

の品物を取りに行く。

君たちのキャンプの一日が始まるのは，定めら

彼らは朝食の時間に間に合うようにキャンプに
,ObP-ｺﾞﾑ６｣・

れた起床時間(６時か６時30分)きっかりである。

帰ってくる。もし帰る途中Iと店があれば，同時に

君の「おはよう」という大きな声かｉラッパ係の

その食料品も買い，ついでに翌日の分も注文して

吹〈起床ラッパまたは角笛で始まるのである。

おく。でなければ，その日の別の時間を見ばから

－１３１－
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王狂長のてぴき

ってその雑用を足すようにする－－できれば,.－

火をたき付けることによって２級章課目の火を起

日の活動が始まる前，つまり朝のうちがいい。

こす技術の単位を取り，ある者は，班員の食事を

朝食が終り，なべや皿を洗い，テントも整とん

された。全員が正装で旗ポールのところに集合し

て朝礼を行い，国旗を正しく掲揚する。

献立どおりに作ってやった後で，１級章課目の料
理技術の認定を受ける。

しかし，必修課目の中には，日課の範囲外で取
り扱わなければならないものもある。すなわち，

救急法，追跡術，自然研究，信号法など少なくな
い◎

このスカウト技能のいくつかは－特に信号法
や救急法は，－班員たちを小グループに分けて
行わせることができる。互いに助け合い，互いに

指導し合うのである。その他のものは班全体で行
トペニデﾀﾞﾀﾞへ(へ千一

うことができる。

食べられる植物を例にとる。スカウト一人だけ
を食用植物探しに出さないこと－全員で探しに
出て，昼食の用に十分なだけ取ってこさせるよう
＝＝がサョ

にする。

地図作りの場合。これも－人だけに班のキャン
朝，班のキャンプ地に国旗を掲げる。

午前

プサイトの略図を描かせないようにする－全員
に発表していう。「班の日誌にのせるキャンプサ
ー

イトの略図を，だれがいちばんよくかけるか勝負
キャンプの午前－－－これこそ君の班員たちを助

してみよう.'」～＝:■－戸了
．～．Ｚ６２０－．～豆

けてスカウト活動での進級を透け2させる絶好のチ

ャンスであハかつ絶好の場である。すなわち，
初級の者は２級を，２級の者は１級を，そして技
能章や特修章の獲得を目指して奮起させること
だ。．

しかし，そのために無理をして，つまり進級の

ためにわざわざ２，３時間も割くというようなこ

とはしないこと。キャンプ活動そのものが進級活
動なのである。それはただ，スカウトが何巻やり
とげたかを調べて進級課目のチェックをするﾌﾞごけ

キャンプ地からハイキングに出るときは）その地

のことなのである。たとえば，ある者は朝食用の

域について，できるだけ多くのことを調べる。

－工3２－

追跡術の場合。宝物のありかを決めて，全員に

ある班員は昼寝をすることに決めるかも知れな

宝探しの楽しみを味わせるようにする。そういう

い。その時はそうさせればよい。昼寝しただけ夕

ふうに次々とやるのである。

方はもっと元気が出るだろうから。

これらはほんの小数の例である。第８章には，
まだ多くのことが書いてある。

体けい時間は１時間もあれば十分だ。あまり長
くなると体けいが終っても皆だらけてしまって，

できたら，午前中の活動が終った後で泳ぐ。ひ

んやりした水に飛びこむのは，だれだって歓迎す
るところだ。しかし，水泳の安全ルールは絶対に
守ること。

日課にも支障をきたすだろう。

午後
体けいがすんだら，ぴしやっとその気分から抜

け出し，それから何か活動らしい活動を始めろ。

正午

午後のプログラムは，キャンプ地外で行うほう

昼食は手早くできる簡単な食事である。この食

がきわめてふさわしい－周辺地域をハイクした

事を簡単にすることによって，君たちのすべての

り，湖の岸をたどって行ったり，小川の源をたず

活動のための時間をあけることができる。しかし，
もちろん，その準備にはいくらか苦労がいるし，
同じ班員たちにその炊事を毎日させることは公平
ではないだろう。だから，こういうととがないよ

ﾂibl(蝉

うに，キャンプがいったん設営されたら，さっそ

く輪番交代にとりかからなければならないのであ

る。１週間皿順番にやることによって，各班員は
￣◆_．●

班の炊事のや!)方を学ぷ機会を得ることになる。
11月号に輪番交代表の模範例がかかげてある。
大隅の下で遊び，作業する。

全員に，昼食の後かたづけ後は，必ず体けいす

健康的な日焼けをする－少しずつ。

るように強くいう。歩き回るのではなくて，横に

なって体けいらしい体けいをするのである。

ねたり，丘の頂に登ったりするのである。あるし、
ｈ’`・句！P`

ある者は体けい時間に，おしゃべりをしたいか

は動植物を採集しﾅﾆb，パイオニアリングや長距

も知れない。ある者は本の１章くらいは読みたい

離信号法で妙技をひろうし合うことになるかも知

かも知れない。またある者は日記を書いたり、家

れなし､。

族への便りを書くのに夢中になっているかも知れ

一･･『収；９

１－Ｏ

、ｊＡｔ、．、
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班員たちの中に写真撮影,と凡虫採集６鉱物採

ない。やらなければならないつくろい一半ずぽ

集等々の専門的な趣味を持っている者がいれば，

んの穴につぎを当てたり，ボタンをつけたり，く

これは彼らを満足させてやれるちょうどよい機会

つ下のほころびを繕ったりする仕事があるかも知

である。

れない。

もちろん、全員が午後の活動に参加しなければ

-１３３－
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ならない。けれども，時には一人か二人の班員を

監視のためキャンプに残す必要が生じるかも知れ

紙

ない－特にそのキャンプが道路に近接していて
ＤＣ■

歓迎されざる訪問客が来る可能性のある場合はそ
うである。

君は，よその班で起こったできごとが,自分の

班で起こるのはいやだろう。たとえばこういう場
合である。キャンプに戻ってきてみろと，炊事場

ＬＨ

のテントがめちゃめちゃになって:おり，食料が一

全員でキャンプファイアを囲んで楽しむ。

つ残らず消えている。テントのウオールには「な

ぜビールも置いておかないん泥い？」という張り

からである。」,￣

紙が張ってあった。こんなことがあるから〆理想

キャンプファイアは簡単な儀式で始ぬる。たと

的なキャンプ生活をするには，どうしても人里離

えば君の班独自のもの,または「炎が燃え上がる

れたところに場所をとる必要があるのである。

とともに，われわれの精神と思想をｳﾉ…その炎とと

夕方

もに，より高いスカウティングの理想に向かって
1,.エ,.．

夕食と夕食の後かたづ肱がすんでも，暗（なる

までにはま渥ﾕ時露ほど孟三夢老の時間を利用し
てゲームやある種のスポーツをして過ごす‘し幅と

高めたまえ」という短い文句閾で始めろ。それから

８月号で述べた方針どおりに，陽気に楽しく，交
歓を始める。

キャンプファイアの間に，君は簡単な打合せ会

びや高とびの場所,トラックのある陸上競技場を

を開いて，翌日のプログラムについて話し合い，

急ごしらえしそげ:班員たちに競技をさせる。彼ら

特別な任務の割当てを行う必要がある。

がアーチェリーが好きで，道具を持ってきている

火床の囲bで消灯の合図を吹〈｡･ラッパによる

ときは，その夕方はすばらしい活動をすることが

ときは，弱音器をつける。火を消せ.'テントへ帰

できる。ロープがあると，なわ作り競争や投げな

れ.’

わをすることもできるだろう。これを班の特技の
一つにしてもいい。野球ポールとパットがあれ

９時30分｡:１日は終った｡「おやすみなさい

．Ｏ

ぐっすり;}ず休みなさlfl」~

ば，ブニ〈さんのたのしいことが始まる。

－雨天のと.き－

日没時に旗ポールの周りに集まる。国旗をおこ
そかに降ろす。

あﾌﾞﾆｸが薄暗くなりはじめる6$キャンプファイ

アの時間が近づいた｡班員ﾅﾆちに，営火場に来る

そうだ.'雨が降るかも知れない。そのときはも
ちろん雨天でもさしつかえないようにプログラム

を変更しなければならない。

ときには，セーターや毛布などで暖かな服装をし

雨天なら雨天なりに，できるだけのことをすれ

てくるようにいう。その晩は冷えるかも知れない

ばいいのだ。雨に備えておけば，雨でキャンプが

－１３４－

混乱することはない。

雨が降り始めたら，何よりもま

后ａ

ず自分の装備品を考えず雨に弱い
ものはカバーをかぶせる。なべ類

は外に置いてもかまわないが，衣
類やおの，なたのような物は，中
類やおの，なたのような物は，中あわて屯頗ったテント；主弓堕課く箙つだテント

に入れなければならない。班員だ非常の塙合……「雨か嵐が近づいたら，テントを特に注意して張る」

ちに，自分の用具を始末するだけでは十分でないこれ以外には，テントを雨水の浸入から守る方
｡□-▽わ-の■勺

トー，同！．．？、；

ということも教える。つまり，雨になったら自分法はないと思われるとき以ﾀﾄは，テントの周りに
十・１１－‘

い「１．－，へⅧ：曰

のものだけでなく，‘同僚のものも手伝って運び入』・必要以上に溝をめぐらすこと'よ禁物だ。ただ堀っ
～＝し;エシ～

れる義務があるのだ。て土をほうり出すというふうな，だらしないやり
３，－．７‘

それから次はテントのことだ。テントの周囲を方でやると，結局はひどし､土砂くずれになる原因

流れる雨水だけでなく，テントに向かって丘の上を作り出すかも知れないのだ。

から流れてくる雨水もはかすような手だてを識じテントがぬれると，布地とロープはちぢむ－
なければならない。だから，親綱をゆるめることを忘れないこと－

夏に時々どしゃぶりがあるような地方で野営すさもないと，テントのくいは地面から抜け出てし
る場合は，テントの周囲に十分な溝をめぐらせるまう。テントが防水質のものではなく，水をはじ
必要がある。まずテントの周囲に近接させて，ス

くだけのものなら，雨は細いしぶきとなって入っ

コップで深さ10～20cmの溝を掘り寸次にその溝の＿てくるかも知れない。しかし，あわてることはな

10cm外側に，同じような溝をもうひとまわりめく゛ぽい。テントカ:ほんとうに丈夫であれば、布地がず
らし，こうして掘り起こした芝（士）をくずさな

つかり)回れてしまうと同時に，しぶきは自然に止

いようにして溝の外側のふちに並べる。このよう

まる。テントの内側に瞳ずくが垂れるときは,:な

にしておくと，キャンプが終ったときに〆芝を元＃５始末が悪い。こんな場合，普通なら指をその個
に戻すことができるのである。①

所に当て，しずくが布地を伝って地面に流れ落ち：
るようにすれば，ぬれないですむかも知れない。

霧鬘ii鬘雲i篝臺i蓼

しずくは内側に入ってこないで，ずっと布地を伝

って流れ落ちるようになる。雨の最中は，布地の

乞露菱H謬〆奎変/ぎ

内側には触れないように，班員たちによく言って

~z；三二ｉｉｌ１篝iｉ

:おくことだ。内側までぬれているかも知れない

し，触れ鵡部分から雨がもるようになるからであ

－〃－－

る。また，布地にくっつけて置いてある装具類

テントの周りに排水溝を掘りめぐらさなければならな

は，全部移すこと。

いとすると，それは場所の判断を震ったことになる。

－１３５－
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に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，1963年
にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君の

力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。
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この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のだめ

７班のキャンピング
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＜長期キャンプ＞
（つづき）

i雪§琴篝書

雨の曰の活動
－０

以上の防水対策がすんだら，雨天向き
に計画された活動を始めよう。
テントの中でもできるようなスタンツ

や競点をする。ロープ結びや組み継ぎの

上手なやり方，簡単な救急法，音または
懐中電灯を用いての信号法などの実習を
するか，あるいは小刀細工のコンテスト

やキムスゲームをする。アコーディオンかハーモ

夏の日に，豪雨をついてのゲームもまた楽しからずやだ。

どうだろう。水泳パンツをはいて，どしや降りの

ニカなどの楽器は，雨の日には，まさに千金の価中に飛び出す。班員たちは，飛び回っている限り

値がある。班員たちに歌わすことができたら，そカゼなどひきつとない。そのゲームを十二分に楽
れこそしめたものだ'しん海ら，ぬれた水着を脱ぎ，テントの中に入っ

それとも，雨の中で元気に鬼ごっこでもしたらて，よく乾布まきつをしてから，乾いた服に着替
－１３６－

Ｏ－Ｑｊ'ﾐ旨込－－￣０．０－

:'三,〒(､,-Ｗw…肺糊川'’二－
－

－■■＝

リ

ヒーヒーＰＯ－ｈ■■■ゴーh０ＩＦ

えろ。

班長のてぴ雲Xiiiii

キャンプをたたむ（撤営）

雨の中のハイキングは，適当な雨具類さえ持っ
ていれば，興味津々たるものだ。君たちはむせび

長期キャンプをたたむ方法は’１泊キャンプの

かえるような大地のにおいをかぐことができる。

場合と変わりはないが，１泊キャンプの場合より

樹木はよりあざやかに見え，草葉はより生き生き

はめんどうなので，時間を早くしてとりかからな

としているように見える。

ければならない。

まず，間に合わせに作った道具の取りはずしか

降っているのが温かい夏の雨であれば，炊事係

ら始め，旗ざおはいちばん最後にはずすようにす

たちは水着のままで働いてもかまわない｡
タ－

る。それから個人装備品，炊事用具，そしてテン

冷たい雨のときは，もちろん雨具を着る。食卓

の上に防水布をひろげれば，準備完了である。さ

トの荷づくりをする．〉

もなければ食事はテントでするが，その場合はで
きるだけ入口の近くにすわるようにする。

キャンプ地の清掃が終り，リュックサックの準
備もできて，あとは肩に背負うだけになったら，

晩のキャンプファイアの．時間をテントの中で過

旗ざおの周りに集合し，一応の儀式をして国旗を

ごす－－－少kは用いない。雨降りの晩には長いこと

下ろす｡それから旗ざおを取iりはまして，その跡

やろ必要はない。雨の降る音老聞くと，なんとな

をきれいにする。

く眠気を催してくるものだし，皆だって早めに床

個人の土地にキャンプしていたときは；全員そ

につきたいと思うだろうからだ。カンバスにあた

の地主の家まで行って肝班のために土地を自由に

る雨滴の音は子守歌となって）皆はやがてスヤス

使わせてくれた好意に対し肌班のイエールを高々

ヤと眠りにつくだろう。

とあげてお礼する。

だが，外はどしや降りでも，テントをきつくし
めてはならない。換気は必要である｡丁風が後部か

キャンゾは終:っだ。キャンプ撤収のときに忘れ
てはならないことは，ただ二つ，すなわち，

ら来るときは，前のほうは開けたままでもよい。
そうでない場合は,'テントの入口の下のほうを閉

Ｌキャンプ地を，キャンプ前の状態よりきれ
いにして，何も残さない。

じて，上のほうは開けておいて〃垂れ布を「窓」

２．協力してくださった人々に対する感謝ｄ

のように広げて粒けばよい。

との二つである。’店

鐘

キャンプサイトをたつ

ときは〆跡形もないほ
どきれいにする。

－１３７－

灘； L鋤E長のてぴき if鵜鰯輔騨i誕一(+も巽蝋鐵騨壷騨･蕊懸％
を経ているときは，移動キャンプ巷行うことがで

＜移動キャンプ＞

きる－それなしではだめであるｄその場合でさ

え，成人の指導者がいっしょにいて，最終責任を

どのキャンピングよりも形が複雑で，どのキャ

とるようにしなければなちない。

ンピングよりも大規模な準備とすぐれた指導力を

君の班に資格があり，その気にさえなれば，こ

必要とするものが，移動キャンプである。

のようなキャンプの段取りをつけてみるのもよか

班にとっては，長期キャンプを行うことでさえ
容易ではないのに，移動キャンプはそれよりはる

ろう。でなければ，あっさり忘れることだ｡～

かに骨が折れる－より重い責任を負い，よｂ多

計画作成

くの費用がかかり，移動の途中で通過する土地巷
知っておく必要があり，特別仕立ての装具がなけ

移動キャンプの場合は，計画は早目に立てるこ

ればならず，食料を確保する手配もしなければな

とだ。どこに行くか，どのようにして行くか〆何

らない。

巷見るかを決めて，費用をはじき出す。

了．‘

＞､．.;_｡､

移動キキンプ〈よ，断然、古参、のスカウトナこち

たごＭ君たちの住んでいる地方のどこかに;j風

向きのものである。それは結束の固いスカウトた

光めいびで名所旧跡に富んでいるところがあつ

ちをかかえる古い班だけで行うべきである。〔日

て，君をひきつけるかも知れない。あるいは君の

本連盟では，移動を伴うベンチャーギャンプおよ

班はさらに足をのばして，ほかの地方ま獣で運fmEし

び奉仕を中心とするワークキャンプ等は，シニア

てみたいと思うかも知れない。

；Ｈｃ、･

：．〈：丁刊

このようなキャンプの計画は，その移動方法に

ー隊以上に限るよう指導している＝著者注）
君の班が少なくとも３年の歴史をもち，隊の夏

よって大いに異なる。徒歩旅行をしようとすると

季キャンプや班の長期キャンプ等のすべての訓練

きは，その移動範囲は必然的に狭くなる｡自動車
を利用できる場合は，旅行の長さ

四

は自動車を利用できる日数によっ

』／

て決まる。

脚,．⑬煙

轍(j蕊Rl1l1鰊

鱸

道具を持って徒歩旅行をすると

きは，平均1日に15～201,1以上を
歩こう》と考えてはならない。カヌ
ーやポートを利用しての旅行は，
．．Ｐ当

25k､Qが最高限度かも知れない。自
転車の場△は，５０脚も601011も走る
ロ．

と疲れるかも知れない｡『自動車旅
～〕や

行の場合は１日に3001mから400航

ある夏に，移動キャンプを試みるのもよい。

以上も走ると〆楽しみどころか，

自転車でも行けるぞ.’

うんざりしてしまうだろう、

－１３８－

君たちはこれくらいの旅行矛で；ようまちないと思

行が実行可能なものかどうかを決める。そして計

うかも知れないが,いざ旅二三Lてみると，やはり
､一ｊｉｉｉＡ、．～

画がＯＫなら，君たちのために成人の指導者をみ

鴬._『：；

－．１

、．；‐－－，．．,－－～．．

長い旅行よりは短い旅;縁CDほラがいいと思うよﾗ

つけでくれ，最終的計画を立てる手伝いをし，連

になるものだ。結局，大事なこと幟ｉどれだけの

盟を通して必要な許可証蓉手に入れてくれるだろ

距離を行くか,薄主なくて，､どのような経験をする
．１・

う。（日本Ⅲ連盟では,ｐＨ力:ウトや班，隊が県外で

かということである。Ｍｊ

のキャンプ芝(計.画するときには，所属県連盟事務

ﾝﾉ7:了….:！j･くら

ｆｙＬ摩…－－
y1..-Ｊ１

，，ｊｂｑ'１!….。.｡’-....-､:0､

～1１

局に所定の書類を,提出して「県外旅行紹介状」の

Ｊ１・・・１

隊長の役割

交付を受けることになっている＝著者注）

移動キャンプの行先や利用する輸送手段につい

もし，この種の旅行が周到な計画のもとに実行

て，君の腹案がまとまったら，すぐに君砂隊長に

されるならば，この旅行をいつでも行う用意のあ

話を持ちかける。そうすれば,･隊長は折を見て地

る班として卯忘れが進い貴重な経験を残すことに

Ｚや県連盟にはかって，いっしょになってその旅

なるノ‐
ミノ.、A；』、

８班の教育｡上．
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君の目標は，君の斑員たちを，第１級の班に仕
立てることである。そのためには，見習いスカウ
トばかりうようよしていても始まらない。だから

五二曇融”にしよ墓彦墨鰄;:蕊員了人了人

が自ら最高のものに巷尋二鳶牽亘指曝力鞄鯛
ｓｉ‐

ように引き立てなｐれIﾎﾞならない。すなわち，君
`..,ﾉﾉ.凸

5,スカウトたちの一人一人に，１級スカウトまナニ

鑑
ｉｌＩ１ＮＭＬ

｛よそれ以上のものになる野心老吹き込むのに最善
壱つくすのである’

．’（.．

：…（）「'リマ１点》

鍵
Ｊ。

署髭屡亜蓮

じつ＝してし)て客子力宮ﾄらしくない｡ハル

ぼん皇｡嚥長らしい孵駒,緯え鵡加班

●￣●●●●￣ウ

－－￣－－

員たち揃進させるようｌＥＬ１Ｉ１Ｗ熱(Pで尋ろ。
：

し
だが,このこと'さ，つ室，霜自身力$絶ゑず前進し

も知れないが；そうでなかったら，いっしょけん≦〃

なければならなし、ことな・のだ。二、

めい努力する必要がある。君自身がよ（知ってい

゛.’ロ．､１c

「ｻﾞ舞八

そのほか，班では万事同じことが言えるＤだ
だなければ,自分の班員たちにスカウトの進級課目

が，もっとも肝要なことは，君が模施を示すこと
とを教えることはできないのである。
である。

だから，進級課目とスカウト技能の方法,こつい

』，

たぶん，君はもう１級スカウトになっているか
かて，ハンドブックで勉強する。君の隊長，上級証
－１３９－

長，その他の隊指導者莚ら，それに隊外の専門家

lｌ

ｉｑ

からも，最大限の助力を得るようにする。

‐ｌ皆に進級の機会を与えよ。

進級課目とはスカウティンゲである
さて，いよいよ班員たちにスカウトの進級課目

を手ほどきすることになるが，進級課目と通常の
スカウト活動とは，別個のものではないというこ

とを忘れないように。それどころか，進級課目こ
そ(ま真のスカウティングなのである。

班員にその現在位置を示す。

ｌｌ

試みに，２級章課目を君たちが班ハイクのさい
にやることがらと比べてみよう。それらの一つ一

つが君たちのハイク活動の部分部分であることが
わかるだろう。１級章課目を班の１泊キャンプと
比べてみても，両方とも，有益なキャンプに共通
する特徴をもっていることが分かる。」

きわめて簡単なことなのである。スカウトたち
に，ハイキングやキャンピングを数多くさせると

進級せざるを得ないのである。すばらしい班の生

活をさせれば，進級するために体得しなければな
らないすべての技能を，その場その場で身につけ

進むことができる。しかし，君の班員は，おそら

くそれぞれ異なる段階に来ているものの集まりに
なるだろう。

彼らについて君が最初にしなければならないこ
とは，各員がどの段階にあるかを調べることだ。

班の進歩状態を示す図表を作成する。１枚の大き

な紙の端に，初級，２級，１級の進級課目を書く。

左端には班員の名前を書き並べる。各班員邸に，
；

ていくこと迄:ろう。．

，その修得した課目lとしるしをつけていく。それか
■

らその点からどこを目標にして進むくかきを決め

班の状態を知る

るのである。

君が，入隊したこの何人かの少年たちの世話を
しているときは，君はちょうど次のような位置に

無理のないように.'

いることになるの賓鮮。すなわち，君は彼らに

班員たちがまだ勉強不足であることがわかった

最初の障害一初級章課目一一をとび越えさせて

やらなければならないのである。彼らがこれらの

課目老ものにしたちが君弛ちは全員そろって前に1１

i罵雲

餌Z勘

ら，進級課目の克服に役立つような研究問題を，

ハンドブックの中から順序よく拾ってやらせるよ
うにする。彼らがその問題をやり終えたら，それ
に含まれている進級課目を修得したものとして，

しるしをつけろ。ただしそれは自然に行われなけ
‐‘しＩ．．．藍、

ればならない。つま!)，班員たちの普通の班生活
の一部としてやるのである。

－１４０－

ﾂｶﾞ`:璽鮨~鰯；圏

のて誠毒
|ｌｌｌｌＩ１１ｌＩＭｌＬ

Ｐ~●●

～29や
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この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，1963年
にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君の
力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

8班の教育
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イクの際に，彼に班の案内役をいいつけるのであ

無理のないように.／（つづき）

ろ。Ｃ君には，本から手旗信号を学ばせるかわり

Ａ君の場合を例にとってみよう。彼は２級スカに，全員で信号法の実施訓練を計画し，丘の頂上
一●

ウトに進級するには，火の起こし方と料理のし方から丘の頂上へ通信させるのである。それからＤ
洲、．．《}:４．：今’

を修得する必要ｶﾇある。君はＡ君を特別扱いして

君だけに北極星の見つ(ﾅ方を教えるのではなく，

火を起こさせ，肉の一切れか，じゃがいもの薄切班全体に星探しをさせ,L皆が星座に興味を持つよ

りの一つ二つを油で揚げさせることができる６あうにさせるのである6：い
るいは彼を君の次のキャンピングの際のコック長

に祭り上げ，有頂天にさせながら働かすこともで

彼らは何かをやりたがっている．

きる。どっちが良いかは君次第だ。君の班員fこちがスカウト活動に参加したのは，
･･‐,．-鼬｡．．・9.…,

進級については，これと同じようなことがすべのくつ幕fiihしにしゃべり合うためではなくて，何
個：iｆ－，;;ﾆｸﾞﾌﾞﾂﾞﾑ！《「

ての場合に当てはまる。Ａ君を一人だけやって，がをやb；たいと思ったからである。

食用植物を見つけさせるようなことはしないほうこの事実は，指導法について重要なヒントを君
，１２

がよい。全員いっしょにやらせよう６Ｔどんな食に与えてくれる。つまり絵で要点を示すことがで
‘？；窪、夏。、…；.、１．

用植物があるｶﾐ探しに行こう」と皆にいうのであきるときは，言葉を用いないこと。君がその要点
.,．：.E･

ろ。Ｂ君一人だけにコンパスと地図を持たせて，い､～を実地にやって見せることができるときは，絵を
うろうろきせてはならない。クロスカントリーハ用いないこと。その班員がそのことを行うことが

￣Ｍユー

一“…窓電議麓榊予川､．,璋 班長のてぴき藤：

巳0号～ノー型

、「－－，Pb

できるときは，実地にやって見せることもしない
ことである。

それは君が絶対に言葉を翻騨て説明してはなら
’….Ｔｉｊｉ：．、主

ないという鰍ではない｡大切鰯嚇動である
という意味なのである。

指導法

すべての進級課目を行動で行うようにするには
君は創意工夫をこらさなければならないが，これ

初級章課目の結びだけでやめるな。
その他の役に立つ結び方も教えよう.’

はできないことではない。

ある種の進級課目は直接的に取ｂ扱うといちば

ら水泳（特修章，技能章）の場合，水の中にとび

んいい－班員たちにそれを行わせるだけでよい

込んで「こういうふうにやるんだよ」といっても

のである。彼らに自分で考えさせよう．自分のこ

班員たちに泳ぎ方を教えることはできない。彼ら

とを自分でやるようにさせたほうが，もっとも彼

を実際に水の中に入らせて，彼ら自身のペースで

らのだめになるのである。

練習させることが必要なのである。

１０種類の樹木を例にとる。（１級章課目の10）

直接的方法を用いることができないときは，実

この場合は，彼らを屋外へやって10種類の木の葉

演模倣法（デモンストレーション－イミテーショ

や小枝を見つけてこさせろ。集めてきた木の名前

ンメソッド）を用いる。なわ結び，信号法，救急

を調べさせる。こんどは火の起こし方（２級章課

法その他多くのスカウト活動の技能は，この方法

目の６）を例にとる。班員が火の起こし方をおぽ

で容易に教えることができる。君はただ班員たち

えるのは，火を実際i亘起i二1すこと以外:にはない。

に実際《ごやって見せるだけだ。たとえば，なわ結

.了．，、-.-.1。、‘

彼らに火を起こし始め;愚よう!;こいって柾彼らに
実漂にさせながらコツを教えるＱ冠ある。それか

びの場合は，i彼らにロープを与え，君が結ぶのを
彼らにまねさせるのである。

習うより憤れろ
ついには班員たちはその技術を
おぼえるが，しかし彼らの訓練巷
●・

・継続ざせﾌﾟﾆし､と思うなら，その技
術を彼らが精に用いるようにしな
ければならない｡、へ？～_

君はゲームを利用してなわ結び
や信号法，救急法その他多くのス

髪i鐘

カウト技能や進級烈日についての

班[jの進歩の速・変や一般的能力を

前進させる－流れの中ほどで立ちどまらせてはならない｡
－１４２－

向上させることができる。

班で競点を動ろと，課目を生きたものにする楽

イクやキャンプに，その技能を実醗に応用するこ

｡｡？洋弓..｡・

しさがる郷だけ増える。

とである。

、瞳へｊｒ;』．

しかし輔沖■>錨離数多↓班ｗ

．；

･一般的な助言はこれで終る。

ｈ罫!/ハト岬■``_～'

～:'/Sji；〆

』藝禦i二-111趣z－ＬＪ
ｊｉｔ

蓮蕊鍵騒jli､班壱澱働墨蝋ルヵゥ
．～＃3..Ｊ:；１ぐ゛．、

bをきせる。班の美術家には壁の装飾の仕事をさ

１，:》リ

ト技能のほかにH:班集会やキタi:;ﾉij影での忙しくな

せろ。木彫りや金属細工または写真に興味を持っ

い嶬間に組み入ifLるどとのでき訂７１;有意義で唾か
』１－．．，.･･．～・

ている者には，班の本拠の装飾にそれぞれの腕を

￣１.四・雪？．．～；ｊ

も輿味あるハンドクラフトをさがさなければ巻｜ら

振るってもらう。なわ結びに熱心な者には，結び
方の標本板を，自然研究者には自然物の展示標本

ない。とにかく何をやるにしても，りっぱなもの
巳

を作Ｉ)出すことだ。君の班でやることは何でもり

をそれぞれ作らせろ。

つばであるという名声を，君の班の伝統にするこ

班員全部の力を必要とするテント，その他のキ

とだ。

ャンプ用具の製作では，皆が力を合わせて仕事を

最初の大きな仕事は，おそらく班の本拠を作る

やり遂げろ。

ことだろう。次に来るのが班のキャンプ用具を作
る仕事だろう。このような大きな仕事をいつしミザ

資金作りのためのハンドクラフト

にやることによって，つまり夢と努力を分かち合

お金を作るための班のハンドクラフトを選蕊と

うことによって，班員各自がチームワークと協力

き，忘れてならないことは，専門化することがお

の意味と重要性を知るようになる。

金になるということである。人々が何を買いたが

，ハノ．．.,ハ．；,

班員たちが持っているかも知れない特殊な能力

っているかを見つけてそれを提供する。

をうまく利用すること。もしある－人が木工具の

使い方が上手であればｊ班の本拠のための家具作

ある班はクリスマスのテーブル装飾のfと事をし

た。班員は枯れプニカパの木をいくらか切り倒す許
可をもらった。それ喜長さ30cmずつに切り，その
一つ一つに穴を三つあけて赤いローソクを立て
‘

た６１それからクリスマス用の緑色のえつく゛を溶か
して吹きかけ，装飾を施した。この班は40以上の

注文を受けて,`班のためによい資金を作った。
別の班は鳥の巣箱作りの特技を持っていた。２

種類の巣箱を設計し，その地域の愛鳥クラブや婦

人会綱して注文を受け，とて：よい成繩示し
た。：十反」

資金作りのあらゆる活動で，大量生産方式は非

自家製のテントほどすばらしいものはない。
まず紙で模型を作ってみよう。￣

常に役立つ。簡単な設計を老え出し，それからい
－１４３－‐

■廷､￣宅グーＦ・丙
￣￣し0□
￣

s8L-､孤弓;罫榊－，､ずう棚。

■＆Ｌ－～■ワ……皿1K黛菖､Ｉ

ｐ－Ｐ一面,

班長のてびき

鱗

わゆる流れ作業方式を作り上げること。

班のあらゆることがらの場合と同様に，皆がこ

れに参加しなければならない。たとえばシルク印
刷のグリーティングカードを作って売ることが決

まったら，班の゛美術家、にデザインを考えさ
せ，もう一人にそれを原紙に写させ，そして他の

垂員たちに紙切りとインクつけと印刷をさせる。
このようにして仕事を早く，しかも効果的にやる
ことができる。－

その他の参考事項
この本の限られたページで，,班のハンドクラフ
c□｡●,．。DBＬ

卜について詳しく述べることは不可能である。い
ろいろなハンドクラフトの資料を見るとよい。各
~,ハノ．.『...#,い゛

種の図Iさ君が手技を始めるためのアイデ,イアを提
Ｐ~．..：

供してくれるだろう。（月刊「スカウト」誌にも
参考になる資料がのっているから，ぜひ活用して

ほしい＝著者注）、汪
忙い､班の忙しい班長になること。手技を班の
伝統にし，それを楽しみのため，訓練のため，自
己表現のため，資金作りのため，そして奉仕のだ
めに利用すること。

⑥

班の本拠
たぶん君たちは，隊の集会室の片すみに班の仮

班のつい立ては，隊ルームではなかなか重宝なものだ。

部屋か小屋を手に入れることに成功したら，班員
全部が集まって，どのようにしてそれを作りかえ
るかを決める。それを正規のスカウト技能室にす

るごと塔できるし，開拓者やインディアンのふん
いきを与えることもできる。との本にのせてある
絵は，この点で参考になるだろう。

スカウト技能的班の本拠
まず，大掃除から始める。それから班の好きな

色で壁や天井にペンキを塗る｡/もしそうしたいな
ら壁の上方の小壁に，班生活の絵をかいてもよい
し，あるいは簡単なスカウトの模様をかいてもよ
い｡

本拠を置いてあるだろう。その場所がほんとうに

田舎風の素朴な家具一一－いす，ペンチ，テーブ

君の班をあらわすように装飾すること。もし許さ

ル，つくえ，本その他展示棚などを作る｡荷作り

れるならその装飾を永久的なものにする。もしま

用の木わくを家具作りに利用するとよい。

たその部屋が他のグループにも利用され，隊集会

それから壁l乙何をかけるかを考える。

のないときは，装飾を取りはずしてどこかにしま

一方の壁にわが国の国旗やスカウト運動のある

｡●の

っておかなければならないのであれば，図で示す．．

国の旗，信号旗，吹き流しや旗布などをかけるの

ように折りたたみ式の班のつい立てを作る。その

もよいだろう。あるいはまた，、スカウトのちかい

つい立てをスカウト技能作品，記録表，写真その

やおきてが書いてあるポスターや，ベーデン・パ

他で飾るとよい。

ウエル卿やその他スカウティングで著名な人々の

そして遂に班の本拠に作りかえることのできろ

゛.､今､韓冠

写真を飾るのもよい。

－１４４－

ヴマーワ

･へｈ－

ａｈ二

H『iLｺﾞﾘ王長のてびき）j蟹i護蝿i織：}蝋鶴ZjI霊璽;認｛!寒』耀馨，璽鱒ii蝿瀧浅i;;薄製耀:f≦:iNili

少９，

開拓者の気風がみ
なきる班の本拠

またもう一方の壁には，各スカウトのためにベ

のせる。

ニヤ板の額を掲げ，彼らの写真と以特修章や技能

開拓者風の班の本拠

章，班での記録などを展示するのもよいだろう。
あるいはまた，班キャンプの記録写真を集めて

開拓者風の本拠にするには，壁老木の板でおお

飾ってもよい。君の町の周辺地域の大きな地図を

い，丸太小屋の中にいるような気分を出す。家具

掲げておいて，それで君の班ハイクのコースを決

には荒削りの木を使用し，壁には動物の皮や雪ぐ

めるのも一案である。

つやおの，角製の火薬入れなどをかける。シャン

また他方の壁には，ロープの結び方の標本や，

デリアは古い荷車の車輪で作る。

注意事項や班訓練に用いる黒板を掲げるスペース

インディアン風の班の本拠

もあるかもしれない。それからもちろん班の文庫

壁にインディアンの毛布や髪飾り，たてやトー

のためのたなもつけなければならない。

片隅には班のキャンプ用具を入れる箱かロッカ

テムポールなどを飾りつけて，インディアン風の

ーを置き，もう一方にはいろいろな自然の展示物

本拠にすることができる。部屋の中央に人工の電

やキャンプファイアやテントや橋の模型を置くの

気式キャンプファイアを置き，その周囲に会議用

￣●

の丸太の席を作る。

()よし､。

部屋の大きさが十分なら，キャンパスで小さな
分なら，キャンパスで小さな

最後にγ斑旗のためのスタンドを作り，旗がい

アン式テント小屋）を建て，
ティピー（インディアン式テント小屋）を建て，

ちばんよくその効果を発揮するように，その上に

il1il i l1il1i i1i i i;J篝;i i
目＝ｴ2`”

曰Z｡■ＰＺＺ妬ZE■

尾一ロ亜”ｑ

=乱ヒーニー
■7司Ｌ

、

Z7w手＝ 臣壼ミョルーニ

■

－－￣

１－？￣

室内に班の本拠として建てたティピー

ー１４５－

－－ ■

￣〆￣

その＃中にもぐｂ込んで特別な

会合をすることができる。

○

班の本拠を作る方法には限
りがない。要は創意を働かせ

るこどである。しかし，その

結果はほんとうに班の個性と
精神をあらわすものでなけれ
ばなちないことはいうまでも
ない。

のてii1Jnlき■
●●●●●●●●●
媚≠

､-,,・・Ｔ
夕ひ

‐麺・＿･-F．

～30い;30－八Q
Ｃ

－0.1_

､鰈..－ｔ：

ザ－

この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

に1950年に発行した四海同胞〔UniversalBrotherhood)版をもとに，1963年

にとくに出版=れ餌綱家!熟とづいています｡いま活躍中の班長諸君の

力強いよりどころとな≦よう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

９班のハンドクラフト（つづき）

－．..｡..｡..｡...｡….………－－…－－｡...｡.....｡.－画.｡……----凸一….…-面＝＝＝＝－－＝

・爪

なければならな（､。二人用のテントとしては，

＜班のキャンプ用具＞

2.4ｍ×2.8ｍが高さ２メートル程度のものがよ
い゜スカウ$埒用いられるテントのデザインはい

テン卜

ろいろある鱗夛指冒尊者ともよく相談して，実用的

．！：ｉ

テントのデザイン，大き宴,値段は千差万別だ。なテント巷作ってほしい。（テントの作り方につ

しかしいちばんよいテントというのはｉ買ったもいては，別の機会に紹介することにしたい＝鰯者
のでなく，自分たちで作ったものである。自分で注）

作ると，ほんとうに自分が欲しいテントを狸得で

班のキャンプ用具袋

きるわけである。そのうえ自分の手を下して作っ

Ｐ

たテントに寝ることには，特別な喜びがあるもの君自身が作れる班のキャンプ（用具を，いくつか
．.み゛ジ．、

笈。〆；ki;聯２十あげてみよう。（図Ｌ参照）＃ｊ
‘イ・

テント作りを始める前に,先のこ｢'二を考えなけｷｬﾝﾊﾟｽの氷おけ(布ﾊﾟｹﾂ)は,防水ズッ
れぱならない。班の１，２泊キャジ激に１年中便クで作れる｡;注ず布薯切ｂ取り，長い布の横の縁
：トリ．:…

えるだけでなくi,ｌ隊といっしょに類:る夏の長いキを縫い合オブせる。もう一方の縁を縫いつけ，内側
ｉｌｌｒ

ヤンプにも使えるようなテ鞠'ﾄﾞを作ることを考えをひつﾇ《ﾄﾉｸ蓮し,もういちご縫い目にそって鍵

よう。このためには,はって出入!)iするような種一う６はと目を二つずつ布の上方につけて，持ち運
類のテントでなく，手広く，しかも軽いテントでぴ用のひもをそれに通す。でき上がったおけが…
－Ｌ46-‐
●Ｐ

縫い目のところ①フ!<おけ（ホパヶリ）
から水がもるな

，●

Ｂｍｚ

ンを塗ってアイ

Ｔ‐，ヱ

らば，パラフィ

ロンを当てて溶
」

かじ込む。『

キャツ必K;スの

たらい(洗面器）

を作るには，布

き'ＦＣＩ…，、②たらい（私蔵鴇）

の両端を縫い>つ

仕方

け,それから底
い

をつける6;》内側、～

を外へひづ!〈ｂ…：
返してbもういくｉ…：

坐

ちど縫い目にそⅡﾙﾗ

って縫う。上方イ!〈”
っ~し腱う゜:｣三万－－)ハ図１（単位:センチメートル）
～ノ.：

をへり縫いする｡:必要なち前記のおけと同じよう（〈さんある。買ったり自分で作ったりする前に，
.'.?;もルー.．~･

にバラ|ツィンを溶かじ迭tＰｏ－必ず,君の目的にかなう篭ijiの大きさのものを入
乾燥した食料を入れろちb除け食料袋は，固く手するように気をつけること‘第７章・班のキヤ
１

機ぢれている木綿生地などで作る。ン章ﾝｸﾞの個人装備品のところであげた,提案事
防水肉入れ袋は，厚い生地かあるいは軽いズッ・項を参考にしてほしい。（'７７．５月号参照）

｡『

クで作る。生地が防水でなかったら，パラフィン

自分で作るときは（図２），まず使用する材料

の固り壱十分に塗りこんで，温い（熱くてはいけを決めることから始めろ。おそぢく防水の厚いズ
ない）アイロンを当てる。熱がバラ刀ン老溶かツク生地がい重はんいいだろ:う5190センチ幅のズ
し，生地のせんいがパラフィンを吸い込む。ノヘヅクかキャンパスを２メートル45センチのほかに
猟，〆ｉ（，

搬轍れ袋を,乾雛品袋と同じ要領で.パンFj9番銅リペ:ﾂﾄﾕ箱,２５ミリ型Ｄリング24個,５０

の大きさに合わせて作る．■

ﾒﾖいがい￣ポパミリ幅帯ひiMiメートル,､25ミリ幅帯びも170セ
ー・ｗｊｙ：‐

君自身の痛真大れ袋老作る前に，商店な:どに；ンチ「締めつけ用ひも５メートルがいる。、

おあつらえ向きのプラスチック製の袋がないかど図に示すとおりに，材料の上に型をとる。もし
．かえ…いいへ>Ｌ■<↑〈，．"く
う;ibbi巻調幾名。～ＬＰ;～；）１君の材料の幅が指示した幅と違っているときは，
，〃ハヘー｢:ｆまず紙で型をとり，それを生地の上にのせて笙地
く個人のキャンプ用品＞
、.＞…か….：．？．`'．

を経済的に使うようにするとよい。

かばん（パック，ザック）

～生地を型のとおりに切り取り,図示のようにリ
ベットで継ぎ合わせろ。かばんの胴体は，４５セン

テントの種類と同じように，かばんの種類はたチ×40センチ×15センチの大きさの木箱または段
－１４７－

奏瓢班長のてぴき 随;L電熱鯉鰯I:ﾐｰ観戦劉刊一…,､､圷軸;響，

＝＝■ヒー
ー且■■Ｌゴｈりぜ6-Ｆ､、ロ

ポール蒲に，生地巷かぶせて作る。リベットでと

ったら，帯金にリベットを打って仕上げる。

めたあと，内側を外側にひっくり返す。図のよう

（注：ここに示したものは，アメリカのスカウ

にフラップ（垂れ布）をつけ，かばんができ上が

トが愛用している､グリーン・バー・ピル・パッ
ク､、ジャンポー・パッ

ﾄｰﾜｰｰ－１５－凶－９ョ

ク・の設計である。図も

ＢＡＣＫ

原書のままをのせておく

可

個人用具袋

ＢＯＴＴＯＭ

キャンプの専門家がよ

ＦＲＯＮＴ

く用いる「袋の中に袋を
入れる」方式について

－－－Ｆ－－－－－－ｉ－－－
●

■■■－－￣■■■￣-－－－－－

は，リュックサックのつ

O

０

ＰＯｃＫＥＴＩＦＬＡｐ

め方の章('７７．５月号）

Ｏ｡

でふれた。

次の袋が必要である。

＝－－￣■－－－－■■■■－－Ⅲﾛ■-＿￣

111嚢i蕊

ＩＳＩＤ■０

ｌＦＬＡＰＯ
Ｏ

卜!。》含」

０．－－￣０

ＯＳｌＤＥＩ
ｌＦＬＡＰｏ
Ｉ
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ことにする＝編者）

すなわち，衣服袋，洗面
具袋，くつ袋，食器袋，

REINFORcEMENT

補修用具袋などである。

トー--34---」

麺

二コ｡」￣可&狸
ＡＢ

瘻菫三二嚢》

である。

ほとんどどん江種類の

□園

回率

！

図３はそれらの参考擁

乾

騒Zi量

木綿生地でも，これらの

袋を作るのに使える。防
水材料を使って洗面具袋

を作れば，ほかの品物を
ぬらす心配なしに，ぬれ
たタオルをそれに入れる
ことができる。

Ｃ

衣服袋は，生地の周囲
を全部縁どりすることか
ら始めろ。次に図示のと

Ａ……両側をひもでいっしょにしめつけると，このパックはハイキングかばんになる。。

Ｂ……１泊キャンプのときは，ひもをゆるめて品物をつめ，再びひもをしめる。

Ｃ……長期キャンプのときは，品物をいつぱいにつめて，外部から毛布を巻く。
図２

（単位：インチ）

－１４８－

おりに点線にそって折り

曲げ，端にそって縫い，
．ｊ･

ポケットを二つ作る。そ

熟i躍議i蕊､蕊M蕊織霊１１蝋i熟鰯i蕊iiiii懸ｉｉｉ瀞;l繋歳醗鑑l(班長のてびき臘鎧
れから内側を外へひっくり返す。

＜自然物利用のハンドクラフト＞

袋の片側は予備の衣類用，片側はパジャマ用で
ある。

自然物コレクション

食器袋は，衣服袋と同様に縁とりから始める。

それから図のように小さな布を袋の前面につけ，

鍬

課業

三つの仕切りを作って，ぞれぞれナイフ，フォー

木，岩石，こん虫，押し花，鳥の羽などの標本

ク，スプーンをつめる。最後に側を縫い上げ，閉

を作る。

めるためのボタンかファスナーをつける。

材料

どの標本を選ぶかによってきまる。
⑧食器袋

順序

木の標本を作るには，木目
がどういうふうに走っている

かを示すために）木の目にそ

って横または斜めに切る。仕
上げをするとどうなるかを示
●くつ袋

すために，切り口の半分をみ

●修理具袋

がく。そして標本を板の上に

{繭［ｒ

並べる。

岩石の標本は，板を２枚重

トー28-斗

トー45--弓

①北面具袋

ねてその上に置くことができ

る。上の板に丸い穴をあけ，

Ｐ

２枚をくぎづけする。穴に溶
いた石こうをつめ，その中に

丁

サンプルを置き，石こうを固
まらせる。

”

こん虫の標本は，ライカー
￣Ｌ

Ｌルー:-Ｉ

●衣服袋
－－ヘ

ーーー
ー

ー
ロ

丁墾‐４
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０
０

０－

L＝ニニーーョ

ー

ヨ

巴～

-ｓ
、pＩ
Ｏ

Ｉ：

式の箱に並べる。これは綿を
つめた浅い箱で，こん虫をそ
れぞれの位置におき，ガラス
を張って，テープでガラスを

１．

.Ｉ

q

～

主

固定する。

押し花，押し葉，鳥の羽は
薄いボール紙か，植物懐本紙

､１．、．．

図３個人のキャンプ用具袋各種

（単位：センチ〆－ﾄﾉﾚ）

－１４９－

にプラスチックテープなどで
固定する。

灘jｉ

班長のてぴき

……菖鱗蝉鍵鵜蔚
一

木の葉の複写印届リ
（リーフプリント）
課業二

木の葉の標本を集める。
材料

〔蔭蘂墨i５

￣

プリントの方式による。

原形作り

順序

油煙印刷－１枚の紙に少量のグリスを一様に

塗る。ローソクに火をつけ，その上に紙をかざし

課業

木の葉，木の枝，動物や鳥の足跡の原形をとる

てグリスの塗ってある部分を黒くよごす。木の葉

材汎料、－－戸

を，裏面を下にしてすすけた部分におく。新聞紙W

／焼き石こう，|細工用ねん士

をその上におき，指で静かにこする。木の葉をき

順'・序

９も､１箸

．１

れいな紙の上にうつし，もう１枚の紙をその上に

木の葉か枝の原形をとるには，まずねん土を丸

おき，葉の中心部から外側に向かってもういちど

いびんで薄く引き伸ばす。木の葉を裏面を下にし

静かにこする。上の紙と木の'葉を取り除く。．

てそのねん土の上におき，はっきり木の葉の形が

はねかけ印刷一木の葉を紙の上にピンで止め

ねん上にうつるまでiびんを木の葉の上で転が

る。歯ブラシを墨にふたし，小さな棒かくぎで毛

す．木の葉を取り除き，型をとるために木の葉の

を手前にひっぱってから放す。こうすると紙の上

形の周りに，ねん土で２～３センチの高さの壁を

に墨がきれいにはねかけられる。木の葉の周囲に

作る。

墨が一様にはねかけられるまでこれを続けてから
乾かす。
－●

印刷用インクでの印刷一印刷用インクか，謄
写版用のチューブ入りインクを手に入れる。ガラ

少量の水に，焼き石こうを水の中央にその石こ
うが島の形に積み重なるまで入れてから，十分に
かきまわす。その混合液は，溶けたアイスクリー
ムぐらいの濃度でなければならない。

ス板の上にゴムローラーで少量のインクを一様に

その液を囲いの中に注ぎ,；１時間ぐらいそのま
`＆

のばす。木の葉の裏面を上にして新聞紙の上にお

ま|こしておく。固まつ渡られん!±の壁を取り除

く。ローラーでそれにインタをつける。インクの

き，石こう型老とり出す。ナイフで縁を削り，乾

ついた面を下にして，f木の葉老きれ（べな紙の上に

かしてから普通のえのく゛を塗る。

おき，油煙印刷のとき!と同じようにこする。

青写真印刷-デーやわらかな光の中で，木の葉を

@！…..;＿＿．…

.□中-..-,L●&■

ｉ、

足跡の型は，地面に残ってし､ろ動物や鳥の足跡
から直接作る。はっきりした足跡を選ぶ。２～３

青写真紙（感光紙）の上におきｳﾑijガラスをのせて

センチ幅iの原紙かボール紙で作った帯を，ピンか

紙が灰色になるま:;で,ｉｆ１１明るん、太陽の光線にあて

クリップ雪止めて輪封乍仇足跡の周りにおく。

る。２～３分間木の葉の模様がきれいな青色にな

その輪の塩に溶いた石こうを注ぎ,石こうが固ま

るまで水道の水で洗う。紙にはさみ，押しつけて

るまで放置する。完成した型ぞ流れ水で洗って汚

乾かす。

れを藩と）す。

１密、

－１５０－

:賑:←に人～i:jナミ

のて■ぴき
■'JIllII；'１１瞳
～31～

●。□●●●●●●

．･O0Ub・へ

ＺＩｌ上1t長０

950年に発行した四海同胞（UniversalBrotherhood)勝
過侃反さＸＬ施日本旨晋片反I乙仏

巳

次長や班昌の皆さん０
ゴレーＬ･工里麺
弓《
町机
●,

？？Hf

UbO

A6今：

..』(応jL］
缶ｂ６Ｕ－－。

－．地

．!:ＬＪＩｌＨＥのハンドクラフト(つづき）

－F《｢》〆峨軒でターヘペ・

柱状の`のでもよい。（図参照）

鳥の巣箱：イ

参考書（注：日本で出版されているものの中から

課業ミソサザイ，ツグミ，キツツキ，コマド
ｲ，ツグミ，キツツキ，コマド推せんできるものを選んだ）
推せんできるものを選んだ）

リその他の野鳥の巣箱を作る。②鳥と親しむために

材料杉，松，ポプラなどの木，製材所の切り鳥の世界黒田長久箸あかね書房
くず（皮のついているもの）は，安価でよい村鳥の博物館森岡弘之監修集英社
料になる。にぶい色の塗料〆たとえば茶色，緑
色，灰色など。

順序選んだ巣箱の形によって異なる。

屋橿は雨水を流すために十分な傾斜をつけ，鳥
の出入口に雨が吹き込まないように，ひさしを

５ｃｍくらい長くする｡Ｊ１巣箱の大きさと出入口の

直径は，目的とする鳥の大きさに合わせて作
る。シジュウカラやミソサザイには，間口と奥

行が12～13cmで高さは15～20cm，出入口の直径
は，３～４ｃｍが適当であり，また，キツツキ用
には高さ20～35ｍ，出入口の直径４～６cmの円
－１５１－

くBoy'ｓＬｉｆｅ７５．３＞より

「野鳥記｣(全8巻，別巻1）

(寸法はセンチメートル）

図１野鳥のえさ台と巣箱

中西悟堂薯

「野の鳥の四季｣(写真集）
高野伸二署小学館．
「鳥類」（ライフ・ネイ■

チャー・ライブラリー）へ、
山階芳麿監修

fたき台の桶リ

タイムライフ社
、、ＩＤ

シンコー

「庭に小鳥を」

3～４

日本鳥類保護連盟編

キツツキのなかま用

（連盟で直売）
懲鳥を見分けるために

「原色日本鳥類図鑑」
ｄ淋桂助箸保育社
「鳥類の図鑑」

黒田長久・高野伸二署
小学鼈
「野山の鳥」

日本野鳥の会編
牛へｂ

（野鳥の会で直売）

八

「野外観察用鳥類図鑑」

日本鳥類保護連盟

”

②鳥を学ぶために

、

「野鳥の生態と観察」羽田
「鳥類の生活」浦本昌紀薯

「鳥類の研究」黒田長久箸
「動物系統分類学（10上）」

黒田長久薯

側日本自然保護協会会長｡川北禎一

事務所〒105束京都港区虎ノ門２－８－１．
鳥について,いろいろな運動を行っている団体
側日本野鳥の会丁会長・中西`悟堂

虎ノ門電気ピル４階電話03-503-4896

自然保護の全国組織。各種調査活動や，関係

事務所〒103東京都中央区日本橋室町3-3-4

機関への働きかけを実施。月刊誌「自然保護」

田中ピル４階電話03-242-6588

を発行。

野鳥愛好者の団体として古い歴史をもつ。全
国各支部単位で，探鳥会活動などを実施。月刊

㈲日本鳥類保護連盟会長・山階芳麿

誌「野鳥」を発行。

事務所〒150束京都渋谷区南平台8－２０

句

－１５２－

熱鰯 班長のてぴき
PbＬ＝）=０

i蝿L､ご鋼鮒鹸糞騨ﾅﾂﾞﾎﾞｰﾂ…‘”ｈＦ，…
■￣

図２革細エのやさしいかがり方

ヒーー

－ロﾛｒ･■巳０■

図３皮ひも編み

ランニングステッチ

蕊

Ｑ二

蕊

Ｃ堯壽

百へ

ｓ

ロ
ーグ

三iﾌﾟIiiミ

皮ひ壱五ｔ刀リとる

T7il

総 鍬

巻きかがり

1F～

舜忌

桶

ロ

潔、

☆

４本鱸i升

あけ，ナイフ，スタンプ道具など。

順序自分でデザインするか，あるいは参考資
料の中からデザインを選ぶ。皮を切り，穴をあ
電話O3-461-O540

-●

鳥類保護のための出版，関係機関への働きか
けなど。月刊誌「私たちの自然」を発行。

け，皮ひもでしばり合わせろ。品物の上にいろ

いろな模様をつけようと思うならシ各部分を組
み立てる前にそれをすること。

皮ひも編み
＜参考＞巣箱とえさ台の作り方については，本
誌1976年３月号と４月号のスカウトクラフトの
‘．..～：.

ページを参照するとよし､。

課業ネッカチーフスライド，呼子のひも，ル
ープタイなどを作る。

材料円形の皮，鋭利なナイフ，切り台，ある

いは本物の皮の代りに手芸用の厚い布。

＜いろいろなハンIごクラフト＞

順序円形の皮材から皮ひもを切り取る。皮ひ

レザークラフト

もを編むには，図に示すように二つのひもを並

課業おのやナイフのさや，カメラケース，救

べる。左手で交差した２本のひもの中央をつか

急箱，書類かばん，二つ折りさいふ，本のカバ

む。白いひもの間から手を入れ，黒いひもの左

ー，ベルト，かばん，小銭入れなどを作る。～

のほうに引き出す。黒いひもを交差したひもの

材科皮革（作る品物による）皮ひも，皮の穴

－１５３－

後ろに回し〆白いひもの間を通して引き上げ，

図Ｉベルトを編む

’-.兆．qq.F『･･･Ｐ,:6Ｆ’
'誘竃?:～へ…，，

－審….笂・..§

突蝋の炭ヒロはじう動いたがと示す．
鴬､鴬鼠の沃印はこ!i〔からの動きを示す．

に
ら

溌醤蕊辮示蕊鑓蕊

、Ｉｒ

ネッカチーフスライド

左手の上を通して下のほうの白いひもの上に持

か<を切り取る。またはＶ型彫刻刀を用いろ。

ってくる。以下同じやり方をくり返すが，図に

輪か<を富切り取った後で，印刷で白く見える

示すように，左手善右手にかえなければなら

部分をＵ型彫刻刀で削り取る。ガラス片に少量

ない。これで－段落ちついたわけで，これをく

の印刷インクを伸ばし，ローラーを前後左右に

り返していく。

回して，インクが一様にひろがるようにする。

リノリニーム版印刷
課業あいさつ状，クリスマスカード，班のレ
ターヘッドなどを作る。

ローラーでリノリューム版にインクをつける。
その上に印刷紙をのせ，スプーンのうしろでこ

するか；用紙と版をしぼり機に通す。
～ｌｉＷｉﾙｰｊｊｌｉ;守

成希)ネッカチーフスライド

材料厚さ６ｍ程度のリノリューム版，小さい
ナイフ，またはステンシルナイフ，木版用彫刻

課業ネッカチーフスライドを作る。

刀２本（Ｖ字型とＵ字型)，リノリューム印刷

材料木，牛の角，皮革，皮ひもまたは手芸用

用インク１本，ゴムローラークガラス仮，でき

の細長い切れ，小羊の背骨，カバの木の皮，電

Ａれぽ洗ﾅﾆ<用のしぼり機`１台。

線，竹，亀の甲等々･

順序黒と白がばづきり対照的になっているデ

ザインぞ1選灘。透明な製図用紙に籍かくをと
／;る゜リハリュームの,上にカーボンペーパーを霞
，くき，その上に哉鑿ザ:イレ(模穣)が反対になるよう

ﾐﾑに表;老下にして製図用,紙:の１輪かくそ置いて,［デ
《_よ--....

；･擁イン、背面を:通しiて論かく;をとる。ステンシ
ルナイフの刃蓮輪かくの線から少し(全なして輪

‘Ｔｌ:入:～

順序使用する材料によるが，創意を勘がすこ
と。

金属細工（メタルワーク）
課業さら，わん，ランプ，ローソク立てケラ
ンターン，デスクセット，宝石繕工など。
村〈,料銅，しんちゅう，アルミニウム，銀，し

－ユ5４－

;蝋(班長のてぴき 豚呈:鮒ﾄﾞﾒ誓鍵i蝿i鶴j鰯馨鼬篁鍵;灘Ｌ
Ｉ･Ｊｔ

ろめ（すずと鉛，しんちゅう，銅などの合金）

図５ブリキかん細工

順序作るものによって異なる。

模型:製作
課業橋，信号塔，キヤンジファイア，道標，
キャンプ備品，丸太小屋，キャンプサイト２テ
ントなどの模型を作る。

材料棒，石，火のための人工火花，ひも，立

天ぴんは肌かり

扇霊夢
さら

木の模型を作るために，棒にスポンジをつけた

。､リブ。

鼎

ロ

．．：

ものや乾いた木の幹γ草の模型を作るﾌﾞこめの乾
、．、･・P

燥紛末コケまたは色つけしたのこぎ!)くず。湖
.．！4.-.,.･･：ｇ･

を魂らわす鏡,ずえつけ合を作る板など。

順序作る品物によって異なる6Ｗ汁ｌ４ＪＬ１Ｉ
ブリキかん細工

墨

料理なAII‘
ランプ｡

①

おけん台

おうし

課業料理なべ，ランタン，ローソク立て，小
物入れ，コップ，スコップなどを作る。

壽瑠Ｐ

材料いろいろな大きさのブリキかん，針金，
くぎ，ブリキの切れ端。

ろう芝<立て

-Ｉ可.c､

!弓一：,０，･

順序図lこ示したものを参考に，各自でよく考

けん台

・@へ－．辞.ごく:;.Ⅶ：

えて(乍ろこと。
⑤

木工
皿ユ

課業木工の仕事には限りがない。小さな彫刻
品から複雑な家具や小屋作りまである。
材料何ご作るかによって決まる。

アルコール

順序何を作るかによって決まる。

バーナー

ハンドクラフト関係の参考書は，色とりどりの
ものが市販されているし，ときどきこのスカウト

誌にも載ることもある。また，君の住んでいる地

方の図書館にも，おそらく数多くの資料が所蔵さ
れているだろうから，ぜひ訪ねてみるとよい。創

意と工夫と班員の協力によって，すばらしい作品
ができ上がることを朔痔する。

ランプ・

－１５５－

ろう毛＜立てろうだく立て

のＺが雷
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この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

’

にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長藷君の
力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

Ｉ

に1950年に発行した四海同胞〔UniversalBrotherhood)版をもとに，1963年

１０班の出し物

●･●●●ﾛ゛･■●●■■●●●■●●■ﾛ■●■●●●●●●●●●●￣●～､●●●●0■句●、｡｢ニーニーニこ＝ニニーーーー－－－－－＿＿=－－－－－＝－－－二(ニーエニーー

隊のキャンプファイアは，もう相当進んだ。ま
ったくすばらしいキャンプの日だった。午後のワ
イドゲームは大成功だった。そしていままでのと
￣●

これまでの隊集会やキャンプで，君と君の班員た

ちは，いつもそれをやる案を持っていることを証
明したからである。
■

ころキャンプファイアの周!)で，精神は非常に高
揚していろ。

しかし，突然小休止が訪れる。プログラムが同
じ調子でてきぱきと進まなくなる。そのときだれ

かが「フォックスの諸君，スキット（小喜劇）を
やろうじゃないか／」と叫び，たちまち皆が「フ
ォックスノフォックスノ立て／立て／立て／」と

唱和する。君は君の班を立ち上がらせなければな

らない。今ここでいう「フォックス」が君の班の
名前でなくても，立ち上がってリードをとるべき
である。

他の全部の班が君の班に，キャンプファイアの

プログラムを元気づける役目を期待する理由は，
－１５６－

「たのしみ」の準備
も整えておく
Ⅱ『

われわれのモットーは「そなえよ

ｸﾞ）千

つれに／」である。この厚とは，ま
じめな仕事ばかりでなく，楽しみの

厩

ためにも当てはまる。必要なとき

に，いつでもすばらしい出し物がや
れるように，いつも準備を整えてお

iii簿陣

くことである。それは他の隊員たち

iJI1illP

=;三.1二ｓ<壼夛

を喜ばせるのに役立つだけでなく，
君の班員たちを緊張させておくすば
沼の枇員たらを緊張させておくすは君の班の名前を入れて，お互いに背を強くたたき合って終りにする
らしい方法でもある。それが301,1ハ
らしい方法でもある。それが301,1ハイクの最後のろんいつもやれというのではなく，イエ;←ルを山
ところでの歌であれ，大会に入る前’
ところでの歌であれ，大会に入る前のイエールでぶ理由力iあるとき，いつでもJやることである。

あれ，班のキャン.プファイアの周りでの物語であ～…～ノー
れ，あるいは連盟のキャンポリーでの寸劇であ

チアリーダー（演技係）を養成する

れ，出し物が君の班だけでなく，他の人々のためイエールをリードするのが上手な班員が，普通
にも物ごとを活気づける場合が多い。どこの班にもいるものである。その能力を試して

＜班のイエール＞・

みること。もし生れつきのチアリーダーがいなか

ったら，養成することだ。２～３人の班員にイエ

班のイエールは，たぶんもっとも簡単で，しか￣ルをリードすることに興味をおぼえきせてから

もいちばん多く用いる出し物だろう。ほんとうのチアリーダーのやり方を見学させる。
イエールばとてもおもしろいものである。それたいていの場合，君の地方の高等学校の応援団長
は，ありあまった熱意やエネルギーのはけ口であが，喜んで君の班員たちを指導してくれる｡それ
る。そして，大声をあげて浮かれさわぐことを，、が終ったら実際に班でやってみて，いちばん上手
●．･

少年らしいスポーツだと心得ている班員たちは，；な者老君の班のチアマスター(とする。
これで心ゆくまでさわげる口実を見つけることに
なるのである。しかしそれはまた，一つのグルー、

イエールを作る
…に.…．八．－;Ｙ::Ａｗ八ｆ，．〃・ﾌﾞｰ

ﾌﾟの団結を固め，少年たちを一つのチームに仕立以下に良い卯エールの例を示す｡しかし,いっ
て上げるのにも大いに役立つ。班のイエールは，でも自分の班で作ったイエールが,いちばん良い
班糟神と，親密な友愛関係をきずき上げるのに効&のである。では，どうして作れば良いだろう？
果的である。

例を示そう。君の班の名前は？ビーバー？よし，
だから，必ずイエールを奨励すること－もちでは行こう。
1５７－

灘：

Ｉ灘;:ＷＹ鞠ｉｌ;蕊：葛：

班長のてぴき

「ラーラーラーラーラーラーラーノ
ピーパーはいつでもいそがしい

雨が降ろうがお日さま照ろうが,,
ラーラーラーラーラーラーラーノ

ピーバーノピーパーノピーバーノ」

すぐわかるように，この熱エールは簡単な音節
－匹L，?.

o-DbDQ･

；マコゲ

，．〉

で，:前と後に七つのラーが7ついているだけであ
る。前のう声ラーは省いてもよいし，後のラーラ
１６

きなイエールにその人や場所の名前を，リズムに

合わせて１回か３回つけ加えて叫べばよい。
しかし，ただの叫び声は，ここでいうイエール

ではないということを忘れないこと。単なる音は

問題ではない。君の班の生活で，イエールをほと

んとうに価値づけるのは，イエールの精神と意味
である。
、…i弓弓一一-------..---.---…－－－－－－－－…----.-----._…------.

－巻鶚省いてもよい。要するにこのよう.にイエール

轡各国スカウトのイェール

を作ることは，きわめて簡単なのである。
班のイエールを使用する
君が班のイエールを決める前に，下に掲げるイ
エールのサンプルを参考にするとよい。

班員たちが好きな班のイエールを作るか，ある

Ｌ---.--つ---.口･-------ﾛｰO■－．－－－，■--.-----------.------,■・・－－－－－－－－－－c-.--.-------c-----.

にアメリカ〕
アーメーリーカー’

ボーイスカウト’ボーイスカウト.’
Ｕ－Ｓ－Ａ’

八はどこからか借用したら，ほんとうの元気と熱

〔オーストラリア〕

でやれるようになるまで練習させる。

コパヤーノコパヤーノ

それから人や場所をたたえたいと思ったら，好

必】)ｒｌ
Ｍ｣

ＩＬ

鶚

タナカナカズザ－．／
シャラプカマラパラノ

ェンゴンャマノエンゴンャマ′

ブックラーノブックラーノ
ナラベナキャサレナノ

イルトンガラゾイルトンガラ’

ウックノウックノウックノ

≦ヨニ畷三三L二ii2髪謹蔓重し蚕
〔イギリス〕（指導者写)班長級のもの）

今度は何を歌おうか’駅

そなえよつれに’十そなえよつれに／
さけべ’さけべ’さけべ.’

し

初級の者よ.’２級の者よ.’
１級の者よジ

-15ｓ－

〔イギリス〕（一般班員のもの）

（デトダンスクスペジャーコースは，

リーダー：ぼくらはだれだ？’１勺H逢丁一・
班員：ぼくらは，おとなしい少年たちだ／
(コーラス）

フーハーノフーハーハー.ノ

英語では、デイダンスカイスパイダー
コース、と発音するが，これはデンマーク

スカウト連盟のことである）

フーハー’フーハー’

フーハーハー’

〔デンマーク〕（称賛の拍手を送る場合）

その名はわし班／

ブーラーポーノ

わし班万歳'

ブラボー｡／プラポーノブラボー’

（このほか，いろいろな班名）

（はずみをつけて，きびきびした調子でい
う。たとえば，プラウノブラウノプラ

〔カナダ〕

アイ，イー，ジップノ．～

鶴

ボーイスカウト'ボーイスカウト／

さけべ’さけべ'さけベノ

J心懲ニジニ鰺パーマ

〔オランダ〕
リックノティ．シクザ

、進め,ﾎﾟｰｲｽｶｳﾄ，

j)ﾌﾟ.､雲ｸﾞﾆｦ:こし
ノヘ

（

ウ／Ⅱというように）

アイ，ジイー，イットタアキーノ

リックｱﾃ･ｲγク“
｡．､.｡●~ﾛﾛ

アテーイック好季

:ポプサノポプサノハイーノ
（３回くり返す）

、垣二

〔フランス〕

－１１ヘ

●

◆』

ア<ﾃﾞｨｼﾞｱﾃﾞｨｼﾞｱｰｵｰｱｰﾉ

ＩＣ。

、且

テ"'気 一億二選i篝

樽

アディジアディジシムポムパーノ

〔静的コ

アーオーアー‘シムポムパー’

チ鍬ツカーノチカリッカー／■■

アーノアーノア・ア・ア・アーノ

チャｗチャウ，チヤj〃し汁

｡ｳ,｡▽,

．．！〈、

（４行目の最後のアーは，ちょうど風拾の

ポマラッカーノ篭マラ:ウヵーノ
パウ，パウ;パゥ／:いい}ｊｎ

９．_;，：１１：…，～

更空気力;抜けるときの調子で）

チカリッカー諺｡了添ポマラヅカーノ

内『

シスノブーム'パーノ

デトダンスクスベジャーコース’
ラー'ラーノラー’

－１５９－

d鑿磐

を合わせるために活気のある歌をうたい，家路を

=聖)ごSⅨ]【二5(二存？≦

たどるときには，何かしら熱のこもった歌をうた

えば，最後の２，３１mの間つかれ切った足を動か

〔アイルランド〕

せてくれるだろう。

しかし，君たちがいちばん多く歌をうたうのは

オレイイレイイッコリーアンノ

フィルユアフプーザーズ

話すことや，することが全部終ってから，キャン

プファイアを囲むときである。いずれにしても，

ヒッコリジャン’

君の班に適し，行事の精神にぴっﾅこりするような

フーパイスコーリー｡’

歌を選ぶことが大切である。

オイリッシュマリーノ

ヒガラムノスティガラムノジャンプノ

世間では，毎年たくさんの歌が発表されるが，

２，３週間もすると放送から消えてしまう。そし

＜班で歌をうたうとと＞

て，たいていの場合，２度と口ずさまれることは

歌の上手な班は活気がある。歌は君たちの精神

ない。しかしながら，幸いなことに毎年いくつか

を鼓舞し，道を短くしてくれ，むずかしい仕事を

の良い歌の収獲があって，それは生き残っていく

容易にしてくれろ。歌はキャンプファイアの周り

趣味の良さを発揮して，よいスカウト活動にふ

や，道を歩きながらだけでなく，斑集会でもうた

さわしい歌を選ぼう。といっても，その歌がみな

う。歌をうたうのが楽しくないのなら，君の班は

まじめなものでなければならないということはな

良い班とはいえないだろう。

い。むしろ反対に，あらゆる場合に適する，いろ

君がごく普通の声を持ち，歌を指揮することを

いろな要素の混った歌が必要である。（つづく）
!-１Oす｡’

知っているなら幸運である。しかし，
君自身が指揮するだけでなく，班員に
も指揮する機会を与え，君のチアマス

ター（演技係，ソングリーダー，イエ
ールマスターなど）を激励して，よい

スカウトの歌を探させなければならな
い･

いつ，何を
君の班が，何かむずかしい仕事をし
ているとき歌をうたえば，仕事のスピ
ードを早めてくれるのがわかるだろ

う。このことはウハイキングにも当て
：

はまる。目的地へ向かうときは，歩調

キャンプファイアの歌を指揮する樗会を皆に与えること

－１６０－．

の竃びき

鰯腫巨

lllllIl111111l
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この「班長のてぴき」は炉ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため

に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，1963年
にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君の

力強いよりどころとなるよう，そして次長や斑員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

、班の出し物
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皆が参加すること
君の班の全員が参加するのでなければ，歌をう

たって楽し（｣ＬＬとはできない。君の班にすばらし

い歌の名手はいないかもしれないが，歌がそんな

に上手である必要はなく，だし､じなことは，合唱

するときに自分のベストを尽くして歌うことであ
る。班員たちがほんとうにうたうように注意する
こと。うたうかわりに，大声でがなりたてる者が
非常に多い。大声を出すことが上手なうたいかた
ではないのだ。

班集会のとき，キャンプファ
イアの模型を囲んでうたう

一つの歌を始める前に，指揮者一君かあるい

最初は古いよく知られた歌に集中すること。あ

は別の人一一は，その歌の曲と歌詞を確実に知っ

とでほかのものぞ付け加えて，班の誇りとなるよ

ていなければならない。そしてその中に溶け込ん

うな曲目をきずき上げることである。

で行くのである。指揮者に従って歌を４，５回く
り返し，班員たちが喜んでそれをおぼえれば，う

歌を選ぶこと

たうことそのものに楽しみを感じるようになる。

ある行事のために歌を選ぶ場合，その行事の状

－１６１－

況とふんい気蓮考えること。キャンプファイア○

ほのおが燃え上がるときは，元気に満ちﾅﾆ爆発的
・－２ｍへ’・鷺・＿＿

な歌を選ぶ。ほのおが燃え尽きるころには，当然
｡．'田0゜し,

静かな歌を選ぶ○厳しゆく.な儀式の場合に'よ，ま

じめな愛国的な歌がよい。そして気分をかえるナニ
めには，,快活で陽気な歌に切りかえろ。、
ボーイスカウト歌集やキャンプソング集などを

入手して，その中から良い歌を選ぶこと，それら
にIま，君たちが知らなければならない，すばらし
い歌がどっさりのっている。古い歌もたくさんの

っていろ。和音に適したものも多い。黒人霊歌や

そして最後に，厳しゅくな行事のためには，愛

宗教的な歌，民謡やカウボーイの歌などいろいろ

国的な歌すなわち「国歌」を(まじめとして，「連

ある。

３．．‘へ：．．．～‘・

盟歌」「そなえよつれに｣｢清き風」などがあり，
．．‘．．，：．．、

輪唱はたいてい人気がある。「静かな湖畔」
「鐘」「キャンプの夜」「森の野`営」などは，そ

のほんの二，三の例にすぎない。
’快活な曲では，「ハイキングの歌」「裾野を越

元気を鼓j壇篭するスカウトの歌としては「光の路」
「名誉にかけて」「月火の営火」などがある。

歌を集めること

えて」「たのしき野営」「ぼくら元気」その他た

班がうたう歌のリストかスクラップブックでも

くさんある。これらの曲は，ハイキング中の班に

作ること。それに班員がおぼえてくる歌や，君が

元気をつけるのに特に効果的である。

隊からおぼえてくる歌をつけ加える。そうすれば

それからまた，いろいろなおもしろい歌詞や，

いつかは，君の班に完全にマッチする曲にぶつか

くり遠しのついた歌がある。「10種野営料理法」

ることだろう．そのときは，その曲を班歌として

「々イカイマニマニ」「ホルディリア・クック」

採用し，歌詞をつけろ。班員たちの中に詩人がい

その他がその例である。:この種の歌くさ，いくらで

ないとだれがいえよう。もしいなかったら，君た

もあげられろ。

ちの両親や学校の先生，あるいは町の知名人など

上手にうたいなさい。ハーモニーを奨励すること“

〆

蕊

Ｔ凸

藤

れでも喜んで手を貸して.くれるだろう○
、ｌ’

Z９９：

鐸雪雲､、

「スカウトの歌は，元気よくうたう○・しかし，その

…歌によっては，声をはり上げてうたってはいけない
４)のもある」

〈；。

の助けを借りろとよい。頼み方さえよければ，だ
歌ができたら，班員たちをうまくうたえるよう
に訓練して，あらゆる機会にうたうこと。

このようにして君Ｏ班の伝統(ま築き上げられて
いくのである８

＜話し方＞
うまく話ができるという能力は，班長としての

仕事をしていくうえに，非常にだめになることが

-１６２－

蝉;1(班長bi元が琴

：番L,罰恵(ｉｉ鰯溌三１

わかるだろう。話をすることはノキャンプやキャ

ンプファイアを囲んだときなど，特に効果的であ
るが，班集会でも同様のことがいえる。

班員たちは，話には喜んで耳を傾けるものであ
る。ただし,話がおもしろく，■しかも話し手が1上
手な場合に限る。話し手自身にとってはｌ班員た
ちが話の筋の進展Iこかたずをのんで聞き入ってい
るのを感じると，特別な満足感を覚えるものだ。
はじめ君は「とんでもない。ぼくには話なんて

きない.'」といってあきらめてはならない。思い

できませんよ」というかもしれない。ことばをつ

切ってやってみること。すると，思っていたより

なぎ合わせて，ある情況を説明するのに必要な想

やさしいことがわかるはずである。～

像力と能力は，自分には無いという考えにとらわ

物語を朗読して聴衆芝引きつける人もある。し

い

れるかもしれなし､。そんなことで落胆してはいけ
ない。生まれつき話し方の才能をもっている人
は，ほとんどいない。やろうと思えば〆ほとんど

かし，読んだ話を君自身のことばで表現するとな
およい｡そうするためには,Ｉ量の話を覚えなけれ

ばならな(〈5ぞれもただ覚えるので桜なくｒ物語

皆その能力を身につけることができるのである。

の状況や作中人物の行動なども，はっきりと頭に
刻みこまなければならない。そしてもう一度読み

どうしてその才能を身につけるか

返す。それで都合３回読む。そうすれば話の筋は

いつか君は，すばらしくおもしろい物語を読ん

心に刻みつけられ，作中人稔が雪○心、中で生き

で「これを次の班集会でやったら，すばらしいだ

るようになる。

ろうなあ'」と思うようになる。そのとき読んで

ここでしばらくすわって，岸中人物のお互いの

いる本が雑誌を郷ﾌﾞ出して，「しかしぼくにはで

関係と，各人物が果ﾅこす役割について考える○は

っきりしない点があったら再び読む。

登

話が君の心に定着したら，部屋Ｏ中の目覚し時

③表

計か本箱に向かって，大き惹声で話してみるｄ,最

初ばかしろ無味乾燥であるかもしれない。でも気
にすることばない。２回３回と回を重ねるごと
に，活気と色彩を加えながらくり返す｡L君の彌声を

作中人物の性格や，作中を流れるふんい気にマツ
･P・・0.｡？

チさせるよう“努力すること。

そして最後に，班集会やキャンプファイアで，

プログラムに合わせてまつすぐにその話の中に飛

蕊、に.』ア

び込んでいく。うまくできないのではないかなど

物扇の人物をいろいろと想像

と恐れてはいけない。話そのものがおもしろけれ

すると賎がしやすくなる－

ば，班員たちは耳を傾けろ。そして話が進むにつ
－１６３－
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■．－巳ロ二

れて君自身が詰り中に溶けこんでいき，自信がつ

班員皆がりっぱな話し手

いてくる。話が終った後の拍手かっさいで，君の

話が成功ナミったことを知る。

話し方はもっぱら勇気の問題である。思い切っ
て飛び込んでみれば，話を重ねるどとにだんだん

話の種類

やさしく感じていくものである。

前にいったように，成功，不成功は物語自体に

君が上手になったら，班員たちを激励してやら

よることが多い。だからそれは，よい物語でなけ

せてみる。君が手本老示し，手をとって教えてや

ればならない。そのため，注意して選定すると

れば，班全体として皆がそれに参加してくるよう
になるだろう。

班集会やキャンプファイアが
あるたびに，話の時間をはっき

りと設けて，班員たちにやらせ
■

ｂＴ

－－ﾋﾟｺ

てみることだ。いちどはじめて

郷（

みろと，班員たちが話し方をほ
んとうに楽しむのをみて，君は

各人が膳し継いでいくのもよい

驚くにちがいない。．

と。図書館や手持ちの本あるいは雑誌の中から，

＜班のゲーム＞

よい物語を見つけ出すことができるだろうｂある
いはまた，新聞のニュースをもとにして，自分で

イエールや歌が，いろいろな集会やハイクやキ

作り出すこと(yできるだろう。しかし，班員たち

ャンプに必要であるように，ゲームもまた同様で

がまだ知らない物語を選ぶように注意することが

あるＯゲームは，いろいろな種類の班の活動に，

大切である｡､きき手が隣ｂの者に向かって，「な

味と変化を与えるのに非常に役に立つ。

●

負

んだ，あの話なら，ぼくが小さいとき，ゆりかご

ゲームをいくつか手もとに用意しておき，必要

で聞いてあんまりおかしいので，笑っておっこち

なときにいつでも，すぐにやれるようにしておく

だのさ」とささやくの1老聞くのは，あま

ｂ愉快なものではない。:.
ロⅡ

どんな種類の話であれ，動きの多い話
でなければならない。作中で物語が進展

曇

し，クライマックスに達し，上手に終る
ようなものでなければならない。

話が終ったら，そこでストップするこ

と。一つの教訓を引き出すために，もう

いちど話に戻ってはならない。作中に教

訓が含まれているなら，班員たちは自分
で十分にそれを感じとるはずである。

キムスゲームは，いろいろと形を変えてやることができる

－１６４－．
o鰻。
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こと。

スカウトゲームの多く

蕊 i二二二三篝

は，野外と屋内両方でや

れる利点をもっている。
そしてさらに，隊集会や

キャンプで，隊全体でで■追跡ゲームはまことに興味しんしん

きるものが多い。.よい参考資料ととして「スカウ結果，全体が失敗となる。おもしろ味のある寸劇
トゲーム」が，連盟需品部で発売されている。でちょっと失敗すると，おもしろ味がますます増
すだけである。

＜班の寸劇＞

厳しゅくな寸劇を必要とする場合もあるだろ

それでは最後に，班の寸劇〔スキット）につい

う。そんなときには，指導，練習を十分にし，正

て述べてみよう。それは即興的な，普通はユーモ

し<上演されるように十分気を配らなければなら

ラスな劇で，隊や地区のキャンプファイアや，父ない。
と子の夕食会や，隊の家族集会のときなどに上演厳しゅくなものであれ，またおもしる味のある
ものであれ，寸劇は簡単なものでなければならな

できるものである。

この班の寸劇については，多くの班や隊は，もい。こみ入っていて，多くの練習と助力が必要な
つともつと力を入れなければならない。この寸劇劇はさけること。
を盛んにすることは，創作する能力を刺激するももう一つ重要なことは，できるだけ多くの班員
のであり，班の中でその試演をすることは，このを寸劇に参加させることである。二人でやる寸劇

うえない楽しみである。さらにまた，寸劇で演技（よ二人にとっては申し分ないが，他の班員たちに

することは，生まれつき内気の少年が，（まずかしは劇に参加する機会が与えられない。ちょっと頭

がりぞなですのにｇ役立つことだろう。それはまを働かせれば，役者二人の寸劇を，班全員が出演

た自己表現するという，めったにない機会を班員するようなものに拡大することが多く，このよう
たちに与えろ。さらに，君の班にいるかもしれなにして，より大きな楽しみ巷味わうことができ
いいだずら者．の精神を，きわめて建設的に利ろ。
用することができる。

何を選ぶか
一般的にいって，厳し
⑰くなものより，おもし

ろ味のある寸劇を選んだ
ほうがよい。厳しゅくな

劇でちょっと失敗する
と，期せずしてそれがお
かしなものになり，その

隠謹雲雲〈i（｛
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インディアンの伝説は，寸劇や優式にいろいろと利用することができる
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この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟力琴超界友愛のため

に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood)版至も“とに，1963年

にとくに出版されだ日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長諸君の

力強いよりどころとなるよう，そして次長や班員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。
･0-J.ごｏｏ,P

Ｇい$

１０班の出し物
寸劇をどこでさがすか
寸劇をさがせるところはいくらでもある。余興
やパーティに関する本を君の地方の図書館でさが
すとよい。その本にはたいてい寸劇全文が書かれ

たものもあり，また提案にとどまっているものも

(つづき）

キャンピングのでき事を寸劇に仕立てることがで

きる場合も多い。

君の目と耳を開いて，また班全体にもいつも注

意させて，班の寸劇をさがさせることである。
寸劇を作ること

散・・し.

ある｡~．

次に寸劇の作り方の例を２，．３あげてみよう。

もうひとつのさがし方としては，レクリエーシ

雑誌をあけると，１人のスカウトが街の交通の

ョン協会から発行されていろ「スタンツ」の本を

激しい所で，多くの見物人に囲まれ，交通をしゃ

参考にすることである。

断しながら，摩擦で火を起こしている漫画が出て

しかし，寸劇は普通自分で作ったもののほうが

いろ。彼のかたわらに立っていた男が，申し訳な

おもしろいものである。いろいろな少年雑誌のジ

さそうに交通巡査に向かって「私が彼に頼んだの

ヨーク（ｕよう談）を多分君は読むと思う。そq)i…〈〆

はマッチだけだったのですが」という。

ＰＦＯ･

ジ寶一クの１つを完全な寸劇として演出できる場

合が非常に多い｡：

…八Jｈ

班の寸劇としては，まだ強さが足りないが，利
用できるアイディアがそこにある。道をきいてい

ラジオやテレビのむだ話やじよう談からも材料

る人をテーマにするか，時間をきいている人をテ

が得られるだろう。最近の班や賎のハイキングや…I‘

－マにするとか，このさし､のアイディアを利用し

！↑Ｉ１．
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て寸劇を考えてみよう。
●－．．

まず寸劇があることを発表する。説明者は観衆
に向かって，舞台はある晴れた日の交通の激しい
道路の一角であることを説明する。
班員が入ってくる。ある男が班長に向かって

「すみませんが，今，何時だか教えていただけま

J1

せんか」ときく。「よろしいですとも，ちょっと
お待ちください」と班長は答えて，周りのスカウ

トたちに命じて地面に棒を何本も打ち込ませ，そ

できるかどうかを見てみよう。

れをひもでつなぎ合わせ，またあらゆる方向に線

何を材料に使おうか？この前の隊集会でやっ

を張り出させる。そして最後に班長は「お侍たせ

たフォックス班の救急法を材料にしようか。題名

しまきした｡_今ちょうど９時32分です」と答えろ。

は「重傷手当班」としたらいいかもしれない。

●

4．．;馬-.-：へ

男はいささか面くらって「どうもあ！)がとう」と

あるいはまた，隊キャンプでのパイ作！)を材料

言って歩き去っていく。スカウトたちが棒やひも

に使おうか。これがいいようだ。パイを２つ作る

を取り除いている間に，男がまた戻ってきて「さ

準備をしてＭｏ２人のスカウトが涙れる゜小麦

っきのやり方は太陽が出ているときは，なかなか

粉があたり一面にちらばっており，練り粉があつ

よい方法ですが，雨が降っているときはどうする

ちこつちにねばりついている。ついIと粉をねり上

んですか」ときく。班長は「その場合はまた方法

げてパイ皿の上に置く。１人がそれをオープンに

があｂますよ」と答える。「ほう，いったいどう

入れるために運び去っていく。外側で大きな爆発

するんですか」とその男。「なあIと，ちょっと腕

音が起こる。パイが爆発したのである｡【紙袋老

時計をのぞくだけですよ」と班長は答え，時計を

`､:語１?きぐ〕工･

ふくらませて打ち破って音を出す）間もなく不運
、:

出して「ハイ／ちょうど９時32分です」と言って

なコック（あらかじめふん装をこらした月Ｉ人）が

幕。

全身包帯に包まれて運び込まれてくる６幕。
／」ぃＪＢＴ

ジョークを寸劇に仕立てる手順を君は知った。

次はスカウティングのでき事を寸劇にすることが

あるいはまた，この前の班ハイクで道に迷い力＞

けたとき，君の上に危く起こりかけた事柄を，じ
Ｐ..'１

．．／､↑．．：２・

よう談めかしてえがいてみるのもおもしろし､だろ
う６，

ＪH全員がハイキングしながら舞台に入ってく
る｡立ち止って地図をのぞく。どの方向に行くか
」こついて，皆無言で議論を始ぬる。ある者は右を

藤

…乳＝指さし，またある者は左を指さす。最後に全員退
場。しばらくして前と同じ方向から，再び舞台に
入ってくる。（大急ぎでキャンプファイアの周り

を回って）こんどは先よりもゆっくり動き回る。

重傷者手当の実演は,‘いつも大げさなものである

再び地図をながめて議論を始める。もういちどそ

戸１６７－

れをやる。皆疲れる。それからまた議論をやる。

ところへ歩み寄り「ぼくが言ったでしょう。われ

最後に議論している間に，白いシーツとタオルで

われはメインストリートから左へ曲がるべきだっ

アラビア遊牧民の服装をした男が１人入ってく

たんですよ.'」という。

る。そして君は今どこにいるかを発見するため

以上はほんの２，３の例にすぎないが，君の班

に，彼と無言で話をはじめる。そして最後につぶ

員や，隊の他班の班員たちの楽しみのために使う

やくような「エジプトだ。ぼくたちはエジプトに

ことができる寸劇を見つけ出す手がかりを，君に

いるんだ.'」という声が聞こえる。次長が班長の

与えてくれることと思う。

ｕ班と班の関係
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君の班が１つの単位としてどれほど強く感じよ

解する機会をもったわけである６自分たちの息子

うとも，君の班だけで立っていけるものではない

たちが，なぜスカウトであることに喜びを感じる

という事実を，見失ってはならない。

のかがわかっており，班の希望や野心について，

君の班は，他の人々やグループに対して，はっ

きりした義務を負っている。万一君の班員が自分

班員たちと同じように関心をもっていることだろ
う。

本位の考えに流れるようになったら，正しい進路

班員たちを激励して，各々の家庭でできるだけ

からはずれることになる。もちろん君は，君の班

スカウトのおきてに則して生活するようにさせる

をそんな方向に進ませるようなことはしないだろ

こと，すなわち信頼に値し，手助けを惜しまず，

う。真の班精神は真のスカウト精神，つまり接触

快活であることなどである。自分たちの息子が，

する玄べての人々に対して手助けとなり，友好を

スカウト技能が進歩するばかりでなく，家庭生活

深め，忠実であることに最善を尽すことである。

においてますます責任あるメンバーになっでいく

君の班と隊との関係につ
いてはすでに述べた。これ

からその他の重要な関係に
ついて述べよう゜

＜班員の家庭＞
班の初期の集会を班員た

ちの家でやったのであれ

ば，君は斑の両親たちとの

協力関係の，良い土台を築
いていることになる。班員

認，

たちの両親は）班の生活と
はどんなものであるかを理

スカウトは手助けを惜しまない。家庭でいちばんよくそれを鋭明できる

－－１６８－
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蕊壼

舞ったり，電話で病状を尋ねる。班全体としても

病気している班員の心を引き立てる逼めに，何か
を考え出すこと。（

鱗

約束を守れ
両親の支援を失わないためには，両親との約束

はどんなものでも，文字どおり守ることが必要で

鉦ii{詮

ある。もし両親に対して，その子供老班集会から
９時半に帰すと約束したら，彼が時間どおりに家

（すべてスカウトのおきてに従うがために）のを

に帰るように取り図らうこと，閉会時刻が過ぎて

見ることほど，スカウティングは価値あるものだ

も〕だらだらと集会を長びかせてはならない。そ

ということを両親に確信させる８のはない。

して班員たちが必ずまつすぐに家へ帰るようにす
ること。

スカウティングがどういうものであるかを両親

力測っている場合は，隊集会や班集会に息子たち

‐「スカウトは誠実である」もし君が君の分を守

を100％出席させるのに，何の困難も感じないだ

り，正確にそれに従うならば，両親もまた'その

ろう。しかし，スカウティングが時間を取り過ぎ

分を守ケ，その子供たちを各種の集会の時間に遅

ないように注意しなければならない６両親もまた

らせたり，また使い走りやその他の家庭の雑事の

自分たちの息子を見たいのである。スカウティン

ために,~班ハイクの出発予定時刻までに班員たち

グは，子供とその両親との間に強い同志関係を奨

が決められた場所に集合するのを遅らせるような

励すべきであって，決してそれを妨げてはならな

ことはｊ決してないであろう。‘．

い◎．

提案

いつも接触を保つこと

・家庭での集会一一再び家庭での集会に戻るが，

少年がスカウトに参加する－その瞬間から，

それは両親に接触するまたとないよい機会であ

君がほんとうに関心を払っているということを，

５．班の本拠ができ上がった後でも，両親との交

常に親たちに感じさせること。巴}い…へ

ｂを維持するために，ときどき班員の家で集会を

新しく入団した少年が，参加の準備ができ次第

するように取り図らうことは必要である。その場

彼の家を訪ねて行くこと。彼の部屋でスカヴトに
なるために必要な事柄について，彼に手薯貸すこ

合，両親は君が運営する集会の模様によって，君
~の斑を評価するということを忘れてはならない。

と。同時にまた両親に，彼らの息子のこれからの

規則正しい，よい集会をもつように注意しなけれ

ことを説明する。できるだけ少年の家庭の状況を

ばならない。

●・

学ぷこと。そうすれば少年が持っているかもしれ
ない変ったくせや，特別な問題点を理解すること
ができるだろう。

班のだれかが病気のときは，彼の家を訪ねて見
－１６９－
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「父と息子のハイキング」は，班

の規模でりつばに行うことができ

叡

る。ほんとうのキャンプ夕食を料理
～：、

できる場所への'､イキングIこする。

父親たちと息子たちがいっしょにや

111書壽篝i薑iiii

って楽しめるスカウトゲームをいく

つか準備する。夜が来たらキャンプ

ファイアの周りで，父親たちに昔話

〃

をしてもらう。忙しく立ち働いてい
る父親たちが，昔やったいろいろな

お母さんたちは，自分たちの夕食を作ってもらうのを好むものである

冒険の話を聞いて，君はびっくりす
るに違いない。

・スカウトの進歩に両親の興味を起こさせる－

}よ，お母さんたちを忘れないことで
大事なことは，お母さんたちを忘れないことで

斑で何巻や,噸を学んでいるかを，班員たちが両

ある。お母さんたちは料理をしたり皿を洗ったり

親に話すように;取り図らうこと。ある斑員が１級

章課目の料理:U成功を納めたことを知れば，その
;母親は非常に興味を持つことだろう。彼がもし炊

する必要のない，戸外での「母親の夕食会」に招
待されるのを，とても喜ぶものである。

あるいはまた「家族全員集合」のピクニックを

事場では器用であり，必要であれば家族全員のた

やり，皆が楽しむのもまたよい考えではないだら

めの夕食でも作れるということを，母親に実地で

うカュ。

P:.8..k

説明した場合はなおさらであろう。彼がまた，最
初の技能章をｇらうときは，彼の父親は誇りで胸
～:i>６丁
がふくらむに違いない。父親が息子に手を貸しに

、仲

結果としての技能章であればなおさらのどとだ゜

窒證z語i震i雄

～蔦しかし》班員や両親個々の問題を解決するだけ

で満足しては麹らない。両親たちの，自分たちの
子供に対するＩ関心を，班全体に対する関心，すな

わち班が成し遂げる名誉や資金づくりのための諸
活動や，班自体､のキ々ンプ用具を調達する努力な
どに対する関心にまで，拡大することができる。

・家庭行事一一｢両親の夜」は，隊ばかりでなく

ごＩ

班でも行うことができる珂班が生まれて間もなく
このような行事を催すことは効果的である。きわ

匿亘８歩巫璃

めて友好的な行事にして，班がどのようにして発

父と子のハイキングは，君の班

展し，またどんなことができるかを両親に示すこ

をいっそう強化することだろう

‐工７０－
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受や班琶の筈苣『んＣ
づしに、進菖団

１１;班と班口の関係

〔つづき）

善を尽きなければならないことはいうまでもない

＜教会と学校＞仏
君の班の，教会と学校に対する責任はケ家に対

学校との協力

一●

‘：月（？、、

する責任と同様に重要でzhろ。

学校教育がち最大の効果を得させるのに,君（よ
班員たちに，静かではあるが強い影響巷与えるこ

教会に対する責任

とができるだろう。

どのような班の活動も，班員たちが教会へかよ

班員た墓個人またはグループに対して，君は時

うのを妨げるものであってはならない。に応じて一言二言話をして，班の活動でも，また
班員たちを励まして彼らの宗教的義務を積極的学校でも，彼らが班の信用を高めることを君が期
に果たさせ，彼らの教会のために計画された奉仕侍していることを，はっきｂわからせることであ
･【｢-9

活動には，必ず参加させること。ことに教会が青ろ。、
成会になっている団に君が属している場合はなお

班として君の先生たちに何か奉仕してあげられ

さらである。ないかどうかｊいつも気をつけてし､ることが必要
まﾅﾆ，君の班員↑こちに他人の信仰を尊重させ，である。？～

決して他の人の感情を害するようなこと巷やった

学校の江ｂに全体として行う善行は，いつでも

り，言ったりしないように訓育するのに，君が量感謝されるものである｡
－１７１－

，二':.､,８．j，;【.､2．

＜設立育成団体＞
教会であれ，学校lであ

れ，奉仕団体であれ，また

何であれ，君の団を育成す
mｌｕｌ

る組織や団体に対しては，

鑿

君の班は特別に忠実であっ

l li
Z鯵'W;;Ｚ〃

て，奉仕を惜しんではなら
ないことはいうまでもな

君たちの育成団体のために班善行をしよう

い。育成団体は，団の継続
い。育成団体は，団の継続的な運営の責任を負っ

近くの道路の横断歩道の整理をするか，校旗の上

ているのであるから，君たちもまた最善を尽して

げ下しをするか，まﾅﾆは防災訓練の指揮をするこ

それに報いなければならない。

となどを申し出る。もしもそれがロータリークラ

たとえばある地域団体が，通知状配達人か，会

ブやライオンズクラブなどであれば，やってもら

場整理係などを探しているなら，君の班としての

いたがっていることを見つけ，彼らが君たちや団

サービスを提供するのにちゅうちょしてはならな

のためにやっているすべてのことがらに対する感

い。他人が頼んでくるまで待たないで，自分から

謝のしるしとして,、それをやること。

進んで行うのであればさらによい。心の目を見張

これらのことについては，実行前に君の隊長に

って，何をすることが必要かを知り，それをやる

相談すること。育成団体のための奉仕として君の

ことである。

班が企てるものは加何であれ，その組織や団体に
■

この同じ考えを，他のあらゆる形の設立育成団

体にあてはめること。もしそれが学校であれば，
0⑤￣￣￣￣￣■｡￣￣￣■■■￣￣￣｡￣･￣●￣ＣＣＣ●●￣￣■●●－￣①￣●￣●●－－●■￣｡●￣￣￣￣￣￣ら●●￣￣￣￣￣ロー●￣￣￣■●●￣■￣－￣●￣￣●‐￣●￣Ｃ￣●●￣●の－□￣の

趣／亀

f霧iiiii墓

関係のある人と連絡をつける必要があるときは，
必ず隊長の全面的な承認を得てやらなければなら
ない。

いろいろのアイディアや行動にみちあふれてい

るのはけつこうであるが，自分の権限をこえない

ように注意しなければならない。
もし君が，ほんとうは隊全体としてやるべきこ

とを自分でやろうとしﾅﾆ場合，たとえそれが君の

善意からしたことであっても，ちょっとした行き
違いから，やっかいなことになるものだ。

＜班の善行＞
凸.二二-...-･･･－－．．－．－･･一････ＣＣ－Ｃ~●－－－－●-◆-..-..-..-.･ロー●－－－．．－･･･-.........--......--１

少年ﾅﾆらがスカウトになったその日に誓った，

－１７Ｚ－

騨証班長のてぴき !i鶴蕊識i蝋鑓f鞠蒸i鱒ljl蝋i灘〈蝋i織灘饗蕊鰯liiil
た，班のキャンピングの途中，班員

蕊

ll11iiiliiiiiiii
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は自ら進んで農業の収穫や手入れの

作業などに手を貸すことができる。
これらのことは，それ自体やりが

鵜《（

いのあることがらであるが，また同

時に，他人の助けになるために自分

の最善を尽しているという満足感
を，班員の全部に与える。お互いに

仕事と犠牲を分け合い，忠実に仕事
をやっていくことは，班精神と班の

団結力を培い，強化するすばらしい
手段である。

クリスマスは，班善行に最良の機会を与えてくれる

班員たちをこの点でチャレンジさ

「日日の善行」という義務を，まじめにしかも忠

)長である君なのだ。班善行のアイデ
せるのは，班長である君なのだ。班善行のアイデ

実に班員たちに受け入れさせきるのが，班長とし

ィアを持って来させること。君自身でもまた考え

ての君のつとめである。君は君自身が手本を示し

出す。そして十分討議したうえで，やるべき善行

またときどき班の特別善行計画をたてたりして，

を決定する。さらに最良の結果を得るにはどうし

班員たちをこの点で助けることができる。

たらよいかを考える。各人にその分担をさせるこ

班員が８人集まれば，一人ではとうていできな

とにして，仕事にかかる。

￣●

し､善行をやることができる。老人や病人だけの家

しかしながら，君が何をやろうとも，奉仕活動

庭の手助け，雪かき，危険な交差点で警察官など

はそれが大きなものであれ小さなものであれ，心

の指導を得ながらの歩行者の安全通行，教会の会

から，しかもそれを行うことに対する満足以外に

報配布，野鳥のえさ台にえさを絶やさないこと，

何の報しゅうも考えないでやらない限り，ほんと

クリスマスのプレゼントのための本やおもちゃ集

うの善行ではないということを，班員たちにしっ

め，火災予防の呼びかけなどは，皆班にとってや

かり悟らせることが必要である。この精神で行わ

る価値のあることがらである。８人が分担すれば

れさえすれば，班の善行は班員一人一人を，より

何も困難なことではなく，スカウティングがどん

よいスカウトに育て上げるのに大いに役立つこと

なものであるかを示す絶好の機会である。

だろう。

特別スカウト善行は，いつも秩序正し〈行われ
る。隊の夏季キャンプの準備として，班はキャン

プ費用が払えないﾅこめにキャンプに参加できない
班員のための資金づくりをするかもしれない。ま
-１７３－

班長のてぴき

]１２班の活動
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このようにして班の活動は続く。

そのうち数週間がたち，数か月が過ぎる。そし
て,そのうちに君は，班を，かつてないほど強く
まとまつ７こ単位組織に築き上げることになるの

だ。君たちスカウトは,カミつち幻したきずなで結

の役に立っていろということになろう。しかし，

国内の他の班，つまり他の隊や県連盟の班と優劣
を競った場合はどうだろうか。そん色はないと言
；えるﾅごろうか。それとも，そんなにまで抜群では
．：－９.

ない，ということになるかもしれない。

びつけられるのである．班の伝統は育まれ，班精

では，なぜそうなるのか，その答えを見つける

,.｡‘:'０－Ｆ､P-さｑ

神はますます高揚される。君にiう一人一人のスカ

ウト技能はますますみがきがかかり，君たちの行
動はいっそうスカウトの理想に近づいていく。、＝
こうして，君の班はしだいに向上していく。
では，いったいどれくらい伸びているだろう

方法があるはずである。試みに，全国の班にあて
はまる基準を立ててみよう。それから，その基準
によって君の班を評価すれば，君の班の水準が，
現在どこまできているかが鮒どうに浴がちだろ
う。そして，君の班は優秀か蔽可もばく不可もな

か。「もちろん，世界一さ｡/」と君は言う。だが

しというところか，あるい絃全然話にならないの

君はほんとうに確信があって言っているのだろう

か，を知るのである。それHだけではない。君も斑
員も，トップにおどり上がるにはどうすればよい

か。あるいは，ただ，そうではないかな，と思っ
ている程度にすぎないのではないか。また君は，

何を尺度として自分の班を評価しているのだろう
￥んふきい,い》』~

かということまで知るの燭

か。たぶん，君の班は，隊の他の班にくらべれば

班を全国的水準に引き上げるには

いし､ほうかもしれない。つまり，君の属する連盟

どうすればよいか

Ｃ

－－訂

優秀な班作りに必要な，最小限の基準条件は，
別表（注：次号参照）に掲げてあるとおりであ

る。君が,、これらの条件にそづて活動すれば，君

曇11‐

..｡．．〉，

(よ自分で設定した班の目樮に向かって，順調に進
んでいることになるのである。ｂかし，これは，
一．．；￣

君○ひとり相撲ではどうにもならないとと脇班

老全国的水準に引き上げるため，すなわち，国内
の最優秀斑と肩を並べさせるために，全斑貝をふ

るい立たせなければならないのである。そして，
君の班を全国の標準班に比べて，優劣を調べよう

目指す水準に還しﾅﾆら，それからあとは，どうす
－１７４

‐-19糾鋪;,:ざ１
蝿!(班長のてぴき 豚キー…,〆､…-,-．
－￣▲且

れぱ班の面目を保ち，しかも，絶えず第一線で活

次の各種の班活動で，１，０００点満点のうち750

-.･ＷＰＤ，1-..

躍させることができる力いという［とになってく

点以上Ｉを得点すること。

.．､パイ．．｛，．、・・・

ろのである。

①訓練された班リーダー②プログラムの編

全国的水準の班つくりには，どのようなことが

成③班の定例集会④野外活動⑤特別

関係しているのだろうか。それには，二つあるの

行事⑥奉仕作業⑦進歩⑧最良の服装

だ。一つは隊全体の一部としての，君の班に関係

とみだしなみ⑨班の特色⑩班員数

のあるもの，もう一つは，君が自分の班で行うこ

次号で示す得点表を見てみよう。「良」の成績

とに関係のあるものである。では，それはどんな

で基準に達するには750点は必要だ。「優」にな

ことか，いろいろある中から，ひとつひとつ取り

るには，君は1,000点近くの点数を得る必要があ

上げていくことにしよう。．

るのだ。とはいえ，君は1,000点近くの点数を得

～〆ｉｎ．

■

点したところで止まってしまってはいけない。基

隊の一部としての君の班

．．；f，、

準Iと合った班を作るために要求されている回数以

これが，標準班づくりの第１部である。

上に，多くの集会を，君は持つことができるはず

隊が目指す到達点に達するにさいして，それが

だ。ハイキングやキャンピングの回数が多ければ

君の隊の指導者たちの満足を得るようにするため

多いほど，それに応じてどんどん進級もするの

に，君は自分の所属する隊に協力する。

だ。君の班に関する限り，設けられている基準と

君の隊が目指す目標とは何だろうか。君は知っ

いうものは,、目指しているものの絶対最小限のも

ているはずだ’君は班長会議で他の班長たちと協

のであるということ，そして君自身はその基準以

力して，その目標を設定してきたのだ。目標の中

上に向上することができるかどうか，つまりすべ

には，隊集会に出席することや，ハイキングやキ

ての面で最上位に立てるかどうかということを，
．←決・Oｉ

ャンピングに参加すること，地区や連盟主催の各

－0..＞､.β-,

決めてかかることだ.’

種の行事，その他数多くの活動
に参加することなどがあるだろ
う。

=L=二二=竺二:少…

まず隊の目標を知ること。
そしてその達成のため，班とし

ｌｆｌｉ鍵創

ての役割を，確信をもって果た

せるようになることだ。、～
君たちのものとしての班
次は，標準班づくり計画の第
２部である。

－１７５－

のＺぴき
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この「班長のてびき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛 のため

に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrotherhood)版をもとに，

1963年

．＿'．：

にとくIと出版された日本語版にもとづいています。いま活躍中の班長 諸君の
力強いよりどころとなるよう，そして次長や斑員の皆さんの，よりよ い資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

１２班の活動(つづき）

屯●●､●●●ＣｐＢ●□●■●■●●●●●●■●●●●●■■■●●●●●●●ＤＱｎＤ■●Q■ＤＢ●●●■●の●ＣＢＳ●●■●●■●●●●●●●■■●■■■●●■●●…

＜標準班のための得点の基準＞
標準班を作るには，君の斑は次のことをしなけ
ればならない。
－●

●
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１Ａ・隊のめざす到達目標に達するIとさいし；
●

て，それが君の隊の指導者たちの満足をｉ

得るようにするため，隊に協力すること。ｉ
ｌＢ．次に示す班の活動で，1,000点満点Ｉ
のうち，最少限7切点を得点すること。ｉ
･●●￣￣のｃＱ－Ｃ●－．●－－←－－－ｃ－－．－■－．－－－■●－－－●・－．．．．．－－－・・・・－・・・・・・一・・・・・・・●。。●⑤・・・－－．．．．．・・・・・・・－．－．－．□

①班リーダー訓練に４回参加した班長
と次長（100点）
：;十一.．．::

Ⅱ活動を計画する

゛３か目前に計画された普通の計画と
１か目前に計画された特別の活動
（100点）

①ほんの】か月前に計画された，普通

の活動（50点）
Ⅲ通常の班集会

●４か月間に，隊集会のほかに，少な
くとも毎月２回班集会をもった

指導力
Ｉ訓練された班リーダーの数

活動

（100点)さ＿
〔得点）

⑤４か月間に，隊集会のほかに毎月１
回班集会をもった

（50点）＿

Ⅳ野外活動

●班リーダー訓練に２回参ｶﾛした班長

①４か月間に，班ハイクまたはオーパ

と次長（50点）

ーナイトハイク（１泊ハイク）を，

－１７６－

■

進級した（50点）
Ⅷ服装の改善

ｅ班員のうちｉ少なくとも75％が正し

い服装をしている（100点）
③班員のうち，少なくとも50％が正し

い服装をしていろ（50点）
Ⅸ班の特徴

●班旗，班記号，斑コールそれに現在
まで４か月間の班日誌がある

（100点）

ｏ班旗，班記号，班コールそれに現在
まで２か月間の班日誌がある
（50点）

班員数
X班負

少なくとも４回実施した（100点）

●班員が８人いる

(100点）

●４か月間に，班ハイクまたはオーバ

①班員が７人いろ

（75点）

ーナイトハイクを，少なくとも２回

●班員が６人いる

（50点）

実施した（50点）

ワ

Ｖ特別行事

●班員のすべてが，連盟や地区や団の
キャンポリーに参加した（100点）

●少なくとも班員の半数が，連盟や地

標準班としての名誉を得るための工夫

区や団のキャンポリーに参加した
（50点）

得点の方法を学ぶにつれて，それが４か月間に
●・

Ⅵ奉仕

わたる活動Iと基づい.て定められていることに，君

●４か月間に，班善行が少なくとも２

は気がつくだろう。君は４か月でその基準に到達

回あっ化へ（100点）

することができるのだ。そして基準に到達した後

●４か月間に，班善行が少なくとも１

は,それ以上に向上するように努力するのだ。

回あった－（50点）

訓練を受けた班リーダーが重要であることにつ

Ⅶ進級～…：

いては，別に疑問はないはずである。かりに君が

●４か月間に，少なくとも班員２名が

君自身の仕事を知らないとしたら，君は非常に質
の悪い班を持つことになるのだ.’君がすでに訓

１ランク上に進級した（100点）
⑨４か月間に，少なくとも班員１名が

練を受けている場合には，打てばひびく式に得点
－１７７－

塁鰯 ,班長のてぴき
PhL守り王9

》i鵜.H鱗ｉｉｉ騨灘灘蝋`蕊 蝿蕊嚇灘 澱；、耗，患11＞
■０￣￣

■▽■－ヶワ
■＿－Ｂ■．■

はじめて君は君自身が向上を目ざしている途上に

あるといえるのだ｡最初の月はハイキングに行き，

Ⅲ次の月はキャンピングということもあるだろう。

夢

…班とは，たとえて言うなら小犬のようなものなの

鑿蕊

ブピ｡つまり定期的に野外の空気に触れてはじめて

よ:.…

〕成長するのでﾖｳろ。

〆・卜対

キャンポリーは，君の属する地区iP連盟内でば

ん:おそらく最大の年中特別行事であろう。キャンポ
リーに参加し,キャンポリーの名誉賞をかく得す

W;聯iｉｉ

‐．＿‘ガー

標準班になるには苦労するがい骨折りがいがある
「,ｌＢＬＬ`'

ろよう最善の努力:をす灘:;とだ゜キャンポリーが
計画されていないときには，ほかの大きな行事に

することになる･だ力>ら君がまだ訓練巷受けてい

参加すること低歴史的な名所の見学とか，地区

ないのだったら，少年幹部会議で，君の隊長から

ラリーとか，そのほか同じような行事がいろいろ

必要な訓練を受けることから始めることだ。訓練

ある。

を受ける方法はほかにもある。君の属する地区や

●

連盟内で，少年幹部訓練や野外訓練行事が催され

るはずである。そのときには必ず出席､すること
だ。そして君の補佐役（次長）もいっしょに参加
すること焼そうすれば君も君の補佐役も，その

参加した訓練行事から利益を得ることになる。
君自身が全体的な活動の計画をして，はじめて
ゾー

班7つ中にいろいろな行事が生まれるのである。班

内で話し合いを持ち，活動の計画を練るの魁そ

れから君の補佐役といっしょになって，細かい点
．～．．…．－千』．ｆ

を列挙していくのだ。普通の方法で向こう３カ.月
間の活動を前もって計画するの魁それから，月

単位にしての集会やパイ亭シグの完全な計画案に
手をつけるのだ。ベーーバへい～
通常の班集会は〆少なくとも毎月２回開くこと

が必要である。ところで,毎月２回以上班集会を
もつことぐらいは，;君にとうては,：たやすいこと
班ハイク

であるはずだ｡｝君はもうすでに６斑の集会の章で

話し合った方針にそってう毎週集会菫開俶でいる
ことだろう。熟

毎月，何らかの形老もつ野外活動ぞ実施して，

１０■ﾛ

←１７８－

蕊蕊鍵灘蕊ｉｉｉ霊鰄灘i菫蝋i灘

選議

班長のてぴき

灘：

心からの親切で奉仕する仕事ほどメ君の班のヱバノ:仁たちはｉ世間に対して，自分たちはすぐれた虚に
．._｡-い,←・旱｡.ＫＪ､-0-1c-.､

』ｉｉ；:｢5..ｒⅥ一

カウト精神を強く示すものはない。これが正真正…属してＭのだと言いたいのだ｡質の悪い錘lご(、
銘の斑善行なの泥／それを示す機会は，君の身ろ者たち――彼らは自分たちの属する班を世間に
..ｉ

のまわりにたくさんある。まずその機会をつか対して知らせるのをきらうのだが，このことで君

み，計画を練り，そして実行するのだ。１年のうは，彼らを責めろととができるだろうか。服装を

ち，いつでもよいから，グリスマスや年末たすけよりよくきちんとしよう。さらに進んでもつとも
っときちんとしよう'

ﾉ0１，．.、

君が実際につっ込んでやって行ける`ものに”班
の特徴という分野がある。すでに班旗を持ってい
るなら別だが，まだ持っていないとすれば,,」まん
-／1.,--b

とうにすばらしい班旗を作るために,Ａ君は玩員全
員にスケッチさせたり，デザインさせたりして，

いそがしく立ち回らせるのだ。班日誌に使う記事

助け合い運動に漣力する

合い運動のとき，貧しい家庭や恵まれない子供た
ちに贈る品物の入ったかごや弘近所に住んでいる

班のシンボル

病弱な婦人のだめの庭の手入れ，あるいは養老院

０．小，

,,,￣を持つ

やこども病院の訪問など，君の班全体としてでき
ることを君は考苑出すのだ。

&，班員全体に書いてもらうのだ｡班記号や．－

４ｉｉｉ調の間に班員２人がそれぞれ進級する。こ

ルを使う習慣を身につけさせることだ。古くさし、

れはさほど大きな鯛ではないはず琴'､君が実

班の士気をひきたてるには，これ以上のものはな

$ザト〃⑪．、

際に4か月間に3人の班員を進級菫せることがで

●.

い◎.

｡蔦Ｉ.、

さて，最後ではあるがその重要さの点では決し

きるのなら，君は同じ期間Iに斑員を全員残らず進

：．．

級させることもできるは式憲ある。基準に追いつ

てひけをとらないもの，それは班員の数である.’

くのだ。そして急維を追い越すのだ.’

班員の数が少ないと，ゲームやキャンプやハイク

服装のきちんとした班を見たまえ。すぐれた隊

にはすぐれた指導者と，すばらしい活動とを備え

'た班があることに君は気づくだろう．これほどは
っきりしているの燭すぐれた班にいるスカウト

：｢1.ノト｢-F.-

のとき，いつも損をする。班に欠員がないようIこ
するとと燭そして古い班員が上進したり難斑し

‘．．．．．・

たりするときには，新しい班員を迎えるというふ
うにして，常に欠員がないようにすることだ。

－ユ7９－
宮●

▽●，

思い出となる班

少年たちが成長するにつれて，それぞれの生活
のために遠く離ればなれにはなっても，班そのも

「古い班員が上進したり雛班する……」につれ

のは消え去ることはないのである。なぜなら，－

君や君の仲間たちは「自分たちの班が永遠に続い

人の少年が班を離れると，その少年に代って新し

たらなあ」とキャンプファイアの炎が，よく見な

い少年が入って来て，古い班の持つ伝統を受け継

れた顔に映えたことを思い出しながら，集会やハ

いでいく態勢がすでに整っているからだ。

イクやキャンプなどでいっしょになったとき覚え

このことは，君や君のもとにある班員たちが，

た感動や幸福感が，これから先何年も続くことを

理想として胸に抱いているのだ。つまり「僕たち

心の中で願うことだろう。

の班は決して死なないのだ｡'僕たちの班の名と伝

しかし，悲しいかな，それは現実にはできない
ことなのだ。曰がたつにつれて，君も，また君の

統は，受け継いでいかなければならないのだ.'」
他のすべてのことについても同じように，班長

である君の役目は,）前に述べた理想を実現するた

霞3,1灘ﾆﾑﾆ

めに，たいへん重いのである。古い班員がお互い
同志，またその班員たちが名誉をかけて働いた班
との連絡を保たせるための手助けをするために，

君はいろいろと力を尽きなければならないのだ。

熟い，

斑員たちが班巷離れ，遠方へ去って行く場合に
は，必ずその彼らとの文通によるつながりを持つ
ことだ。また，新しく入って来る少年たちには，

この文通によるつながりが，班の将来にとって重
llIIll

、

￣Ｃ

Ｄ

先翠たちの関心を,)絶えず自分
の班の活動にひきつけておこう

要であることを自覚させるとともに，班内でので

き事避，先輩たちに知らせることに興味を持たせ
るようにするのだ。

君自身もやがては班を離れ，隊の指導者になっ

班員も皆，大人を目ざして成長していくのであ

ﾌﾟﾆb，あるいは大学へ進み，そして就職すること

る。君たちはすべて，思い出の場所から新しい生

になるだろう。`君が移動する前に，君の後任者と

活へと知らずしらずのうちに移動していくのであ

して班長になる班員にとって，必要な訓練を本人

る。これはすべての班が直面しなければならない

が受けられるようにするために，君はあらゆる手

事実なのである。

を尽きなければならない。君の後任者になる班員

とはいえ，班員たちが国内あるいは世界の各地

は，おそらく班の古い伝統を理解しているだろ

に散りちりになって行ったにしても，そこには常

う。だから，君が今までやってきたのと同じ方法

に彼らを結びつけるものがあるの脇それは，彼

で，君の後任者は続けて行けるの健君が強力な

らの共通の思い出なのだ。これら数々の思い出は

班を作り上げている場合には，君は自分の後任者

彼らをして古い根っこから芽生え成長して行く，

に対して，成功するための最上の手段を与えるこ

新しい班老忠実に盛り上げさせるものである。

とになるのだ。

－１８０－

の
●●●●￣･●●■
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＜最終回＞
この「班長のてぴき」は,ボーイスカウトアメリカ連盟が,世界友愛のため
に1950年に発行した四海同胞(UniversalBrothezhood)版をもとに，1963年
い

にとくに出版された日本語版にもとづいています。いま活鬮中の班長諸君の

力強いよりどころとなるよう，そして次長や斑員の皆さんの，よりよい資料
となるように日本連盟がまとめなおして，連載しています。

１２班の活動(つづき）

Ｑ●●●●●●●●●●ＤＣ“●●●●●●■●●･●￣●●●●●●●●●●●●●｡●～●…●●●●●Ｂ●●…●●●－－=-ニーーーニーーニーーーー

とさせ続けるのに役立ったのだろうか。

伝統を受け継いでいく

とはいうものの，ほかにも方法はあるのだ。

古い班員たちが，お互いに連絡を保っていくた

めの最上の方法の一つは「伝統集」である。この

古い班と新しい班

本の名前をつけた班があった。その班員たちは，

もう一つの班は，帰省することのできる先輩た

自分たちの伝統集に６人の幹部班員の頭文字を集

ちをも集めて，年に１回集会を開く。新しい班員

めてつけた。この本は先輩たちや活躍している現

たちも先輩たちもいっしょになって，一夜をすと

在の班員たちの間で回覧され

た。この本が手もとにとどく

たびごとに，先輩たちや現在
の班員たちは，前にこの本が

回覧されたときから今までに
経験したことを，書き加えて
いったのである。その本には

どんな記事がのっていたのだ
ろうか。またその本は班の精
神をどの程度にまで生き生き

多くの班では，あの手この手で先空たちをハイキングに連れ出す
－１８１－

～い；乳/;■J＜～よく1Jか１３…

すのである。キャンプファイアを

囲んで，先輩たちは思い出を新た
．Ｉ
|こするとともに，昔にかえって思『

し､出の班生活を送ればｌ一方では、
新しい班員たちは，先輩たちの話
に耳を傾けるのである。
この班は，最初の何回かは，こ
のような寄り合い集会を，班の創
立記念日つまり９月に催した。し．

かし，最近になって，この一夜の.

中には，先輩をキャンプにさえ連れ出して腓まるでス
カヴト当時にかえったような思いをきせ惹班もある
＿４．

J．～；

集会は，クリスマスや新年を迎える７こめに先輩にこのような再会の場に戻ったとき，彼ら自身得る
ちの多くが帰省する，１年の最後の土曜日に変更&のがあるのだろう力>゜
．？．。－．１．２°６．

.．、１．．１t

された。大地が雪におおわれたとしても，何のさそこには〆変ることなく，むしろ彼らの心境ぽ
い●●●●①●

しさわりがあろうか。彼らはすべて寒きに耐えて触れる何物かが生まれるのである｡'以前は決；して
きたし，今までも野外で快懲と暮らす方法を心得表面に現われることのなかった感情が，彼らの内
ているのだ。にわくのである。少年たちの中の少年たちとして
、.‘

三つ目の班(ま,:夏季に先輩たちを集めて２日間生活したことi:また真の班員どして〆栄光感や絶
｡ロヴロ

のキャンプ生活を送った。新しし､班員たちと先箪望感を分かち合ってきたことに対する感謝の念が
班員たちがいっしょになって，小舟（カヌー）のわいてくるのである。

旅をした年もあったしｌ隊の夏季キャンプでｉ先そして，そこから彼らの心は，彼らにとって思
輩たちの班が新しい班としてｶﾛわった年６ｶつい出となっている斑の指導者一班長一つまり
Ｌ￣●．｡ウニ-A

－．．：‐．、

に。そして，どの班ぼ(､つでも両手をひろげて先君に向けられることだろう。
翠たちを迎え入れたのである6先輩たちは来ると
君の受けろ報しゅう
ｉパー屯・
＝.。●

き(まいつでも昔の偉大な考え方芝もだらしだしｉ
゛､｡。ﾛ《：｡‐｡

またその班が古い精神のもとに活動を続けていく
力をつけるのを助けてくれも、にのである。
．｡５．．｡｡..

班での生活が尊いものであつ'たことを？先輩班
員たちが君に語ったことはおそらくないだろう。

彼らは，このようなことを言葉でば表現しないの
ところで先輩ZH員たちつま'〕君の先輩たちが,」彼らは，このようなことを言葉でば表現しないの
．．ＫＲＰ+、‐

であるｌ６Ａｌ灘どもj/君ば彼らが自分の班員たちが

..Ｂし`．「↓.､.､-,,､ﾁﾞ.o･Ｐ..

:八遜内の生活で，彼ら蓬楽しませることができるか

》董嚇はｸﾙ自分自身の葵鍬第だと自覚したから
-に!（…．.…．…．.－．，・・・二・

と§そす君は根気よく働いたのである。先輩班員に
-..｡;,６－●●･

ち力:集まってきて阯斑員といっしょ【ごなって楽し

《すどず芝(､う,鑓かなら虻の掌実鎗iこずく
｡へ白0'￣■･エゥ

てを物語っているではないか。つまり君の仕事が
,、，可．

今もなお続し､ているとし､うこと一一班や君自身が

一五Ｍ－

一ルーH繍霧iiiii繊fii蝋
|いだいている夢が,今もなお生きているというこ

Ｊ狂長･ﾛ》てぴき

鰯

とを。

そこで，君はたとえどこに居住しよう．とも，君〈
の心は真の班の真の班長になるために，君自身に

与えられたチャンスと罷力に対する,,感謝の念で
いつぱいになるのである。、－おわり－
◇

1975年10月号から，３７回にわたって毎号連載し

てきたとの、班長のてぴき，iij，ようやく終りを
迎えました。この３年余りの間に，日本のスカヴ
1３-

卜運動はますます発展拡大し,，君ﾌﾞこちの、兄弟、

等存，これらは世界中のスカウト班長省に共通のこ

スカウトたちや指導者の数も増加の一途をたどつ

とがらばかりであり，君たちの場合でも例外では

て，今や全国〃万人をかぞえようとしていること

ありません。

い

は，たいへんうれしいことであり，社会の人々か

この連載読物のもとの著者は，アメリカ連盟の

らの期待もまた，大きくなっています。

ウイリアム・ヒルコートという有名なスカウター

この｢斑長のてぴき｣は，毎号タイトルのところ

で，古くから、グリーン・パーヴピル、というニ

゛８.

に掲げたように，ボーイスカウト・アメリカ連盟

ックネームで各国によく知られています.．、グリ

が発行した原著．HANDBOOKFORPA/rRLOL

ーン・バー・つまり「班長」あるいは「班長章」

虚ADERS、をもとにして，日本のスカウティン

のピルさんというわけです。彼のスカヴト活動に

グにできるだけ合うように，一部書きかえたり，

ついての著作は数多く，中でも「ポーイズ・ライ

ＬＰ戸ＤＬ－Ｌ■」－ﾛザシ凸Ｐ４＝ロエ－ユ－，▲■

補足したりしながら続けてきまし

．｡●句

フ」誌への連載と，この「班長

た。部分的には君たちの日常のスカ

のてぴき」は，世界中のスカウ

ウト活動のうえになじまないところ

トや班長たちから愛読されてき

もあったと思います。

ました。

しかし，ボーイスカウトの「班

ボーイスカウト・アメリカ連

．′

長」としての役割や責務ｉあるい

盟が，全世界の人びとを結ぶ友

■⑪c-m｡．の与り

〈よ楽しさや苦しさｉそして大きな夢

愛のきずなとして，この本を出
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版して各国のスカウト組織に贈

ったことは，最初の号でも述べ

ましたが，まことに意義深いも
のがあると思います。ここで，あらためて同連盟

に感謝するとともに，君たちが，すぐれた班長と

して，ますます腕をふろうために，こ○てぴきを
活用してくれること巷,心から願ってやみません。
（西田徹／東京連盟渋谷第６団団委員）
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