
 

５月１０日（日）、佐倉市七井戸公園において印旛地区ビーバーラリーを行いました。 

当日は五月晴れの中、スカウト・指導者・保護者・団応援者合わせ１５０名を超える規模となりました。 

各隊長が苦心をしながらチェックポイントを作りスカウト達の到着を心待ちにしていました。どのチェックポイントもスカウト達の楽しい声が

弾んでいました。 

最後に成績発表があり、歓声が沸き上がりました。その後全体写真をとり想い出の１ページになったことでしょう。 

次回は秋から冬にかけて行う予定ですが、ラリーを通して一人でも多くの仲間が増えることが開催の目的でもあります。スカウトの確保に

向けて全員の力で取り組みましょう。 

                                                             地区副コミ BVS 担当 小泉 広美 
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印旛地区ビーバーラリー 5 月 10 日 七井戸公園 

小篠塚城址こどもクロスカントリー大会 印旛地区協賛 ４月１２日 小篠塚城址 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎年、恒例の竹の子ほりを行ないました。この機会を利用して地域の沢山の方々に

ボーイスカウト活動を紹介しています。そこで運動拡大委員の協力を得て 500 枚のポス

ターを近隣の幼稚園、小学校に配布いたしました。その成果があり、15 家族の申込み

がありました。4 月 26 日当日にも友達を連れてきました。なんと我が団のスカウト加えて

50 人以上になりました。竹の子が皆さんに行きわたるだろうかと心配しましたが、始まる

とあちらこちらで歓声があがり、手には竹の子がありました。大きく上に伸びた竹の子を

手に満足そうにしている子に、「チョットおおきいよ」と言えなくなりました。きっと親御さん

は困ったでしょうね。 

最後にはそれぞれが一本以上の竹の子をもって帰りました。大人も童心に返った一

日でした。結果、佐倉 2 団にカブスカウトが 2 名仲間入りしました。また、5 月 10 日のビ

ーバーラリーにも沢山の子供達が参加してくれました。 

毎年竹の子畑を提供していただいている山崎様には大変感謝いたします。 

                                 BVS 隊長  丹羽 吏子 
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佐倉 2 団 

夏に先駆けて、6 月 27 日に山武市観光協会主催（蓮沼

海岸）のイベントに BVS・CS・ＢＳ： 33 名で参加しました。ま

もなく海水浴シーズン到来ということもありスカウトは海の活

動に期待を膨らませていましたが、海が荒れた為メインの地

引網が中止になってしまいました。残念！それでもがっかり

したのは一瞬で、海に足をつけてはしゃいだり、貝殻を拾っ

たり、砂浜に落書きしたりと思い思いに楽しみました。その

後近くの施設でゲーム大会があり景品をもらって大喜び。

最後にバーベキューをたっぷりいただき大満足の一日でし

た。 

普段、別々に活動している各隊が交流して楽しめ大変良

かったと思います。 

ＣＳ隊長 佐藤 隆志 

佐倉１団 

 ４月 5 日印旛エコスローマラソン奉仕に参加いたしました。このエ
コスローマラソンは、千葉県最大の印旛沼の豊かな自然の中、早さを
競うのではなく心を開き世界の高い意識と共にスローを楽しみ、ゴミ
拾いで環境保護活動をして、相互理解や信頼を深める大会です。参加
者は世界各国から二百人余を数えております。佐倉ボーイスカウト・
ガールスカウトと共に大会前日佐倉城址公園を案内いたしました。 

当日は小雨模様でありましたが、参加者は元気に朝の五時にスター
トいたしました。佐倉１団は、１２ｋｍと１５ｋｍ地点の二か所のエ
コステーションを担当、スタートが 5 時ですので、エコステーション
開設を 6 時半から行い、隊員は海外通過参加者にハイタッチで挨拶、
メッセージカードを渡し親善を深めました。エコステーションでは、
日本茶・甘酒を提供しましたが、海外の参加者には甘酒が大変喜ばれ
ました。また、印旛沼周辺の環境の良さに喜んでおりました。 

団委員長 石橋 保英 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５月１７日、ＢＳ隊は大原駅から安房鴨川駅までの 39ｋｍをハイキングしました。 

今年度最後のハイキングです。今年度は、刑部岬から始めましたが、１回目は山武

市までの 33 ㎞、２回目は大原駅までの 40km、そして今回の 39km。都合 112ｋｍを歩き

ました。４年を掛けて房総半島一周約 400 ㎞を歩きます。今回は、外房の海沿いを歩

きました。御宿海岸では、町の人が砂浜清掃をしていました。海では、本当に沢山の

サーファーが波間に浮かんでいました。天津小湊は、日蓮が生まれた所です。日蓮ゆ

かりの誕生寺に詣で、門前のお店でアイスパイナップルを頂きました。夕方６時前、予

定から１時間程早く安房鴨川駅に到着。全員疲れも見せず元気に完歩しました。  

ＢＳ副長 稲越 和雄 

 

 

 

3 月 21 日カブ隊は本佐倉城址までハイキングに行きました。 途中、阿多津の碑に

寄り、碑文の拓本を採りました（本物の方ではなく説明の方です）。 拓本は本格的に

やる場合は、墨が必要ですが、鉛筆でもうまくこすってあげると意外にきれいにできま

す。 スカウト達は、それぞれ思い思いに「阿多津」とか「東京」とか文字を写して喜んで

いました。そこから、本佐倉城までは、印旛沼沿いを歩くわけですが、鴨がいたり、鯉

が泳いでいたりと、春が近いことが 感じられました。まだチューリップには早いようでし

た。 本佐倉城は、実は初めて行ったのですが、なかなかおもしろいところです。城址

のてっぺんからは、筑波山もかすかですが見えました。スカウト達も元気一杯に走り回

っていました。（17km ユーカリが丘 ⇒ 臼井 ⇒ 佐倉城址 ⇒ 本佐倉城址）  

  CS 隊 岡田  

 

 

3 月 30 日～4 月 2 日の３泊４日で伊豆大島キャンプを行いました。ＢＳ隊は、重たい

ジャンボリーテント２張り、炊飯用具２式その他 キャンプに必要な物すべてを携行。Ｃ

Ｓ隊は、現地の固定式テントを利用、炊飯用具・食器も借り入れました。三原山登山は

最も厳しいルートを選択し、ＢＳ隊・ＣＳ隊一緒に登りました。ＣＳ隊も予定より早く元気

に登頂。  

２日目にサイクリング（ＢＳ隊は、大島一周 46km、ＣＳ隊は西側の海沿いを 25km）を

予定していましたが、雨と強風の為中止、温泉に入り、椿油の搾油体験をしました。 

往復の船旅も十分に堪能しました。    

ＣＳ隊長 稲越 和雄 
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佐倉４団 

佐倉３団 

今年 2 月に映画のロケ地巡りという目的をもって隼章項目の一つである
探検旅行に行ってきました。場所は南房総でしたが、2 月ということもあり
とても寒く、途中、暴風雨になったりと大変なことも多くありました。し
かし、様々な困難の中この探検旅行を無事やりとげることができたのは、
同じ隊の仲間がいたからだと思います。 
これからも、お互いに助け合いながらスカウト活動に励んでいきたいと思
います 

VS 隊 関元 紅音 
今回の探検旅行は、なりきりロケ地巡りをしました。なりきる、という

ところが難しかったです。もし、再度なりきりロケ地巡りをするなら、な
りきりグッズを持って行きたいと思います(笑)。また、今回は初めての二人
での移動キャンプでした。なので、たくさん苦労することもあったのです
が、お世話になった館山一団さんや、鴨川五団さん、また、行く先々で会
った皆さんが優しくしてくださって、本当に嬉しかったです！とても楽し
い探検旅行でした！ 

VS 隊 秦野 真希 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４月１２日（日）赤坂公園にて、春の居場所作りを行いました。募集で

集まってくれた 15 名とビーバー・カブのスカウト達と班を作り、班対抗で
ゲームを競いました。四季探し・紙飛行機飛ばし・迷路ゲームの後、皆で
満開の桜を咲かせました。 
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6 月２８日（日）三里塚御料牧場記念館の庭の草刈作業を行いました。団委員

長・団委員・育成会委員・保護者の１１名が参加。梅雨の晴れ間で蒸し暑く大変
でしたが育成会費の為に頑張りました。 
                            運拡委員 岡本 
 

栄１団 
我が栄１団は、だんだんとスカウトの数も少なくなり、キャンプ

場を使う機会も減ってきました。キャンプ場に沢山の人にきてもら
い、賑やかな場所にしていきたいとのスカウト達の願いを込めてカ
ブ隊でキャンプ場の看板を作りました。看板といっても種類がたく
さんあります。どのような形にして、どのような絵にするかをスカ
ウトと話し合いながら仕上げていき、５回に及ぶ活動の中でいろい
ろと考えながら完成させました。 

4 月 6 日 お披露目会をおこないました。残念ながら天候は朝か
ら雨で、予定していたプログラムはできず看板のお披露目のみの活
動となりましたが、ボーイ隊、ローバー隊、団関係者、保護者に来
てもらい、この日はスカウト達の願いである「賑やかなキャンプ場」
になりました。普段は、スカウト２名、リーダー４名の活動ですが、
総勢 16 名となりキャンプ場には笑い声が絶えませんでした。人数
がたくさんいるって楽しいですね。皆さんも我が団の出来上がった
看板、是非見に来て下さい。                          

CS 隊長 小川 隆司 
 

東日本大震災後もたびたび地震が発生しています。「備えよ常に」の精神で、スカウトとして地震が起きたときにどうすれば、

いいのかを学ぼうということで、４月１９日、東京都江東区有明にある「そなエリア東京防災体験施設」に見学に行きました。

CS・BS 隊２名のスカウトが、この施設でマグニチュード 7.3、最大震度７の首都直下地震の発生から避難までを防災体験ゾー

ンや学習ゾーンで体験をして、救助が十分に整うまでは自力で生き残らなければならない時間的目安である７２時間を生き抜く

ためには、日頃からどのような準備をすれば良いのか、過去の災害状況などの展示を見たり、防災用具に触れたりしてきました

。参加したスカウトが、「防災袋を身近に置くなどして、いざと云う時に行動できるように備えることが大切である。」ことを実

感できた活動になりました。                
BS 隊 近藤 裕 

 
酒々井１団 

 
当団は例年スキー訓練を行なっていました。本年度はスカウト

達の希望を取り入れ、CS 隊・BS 隊合同でアイススケート遠征訓

練を３月８日（日）千葉市アクアリンク千葉で行ないました。フ

ィギアスケート人気もあり、当日のリンクは込み合って指導者た

ちはケガの心配をしながら活動いたしました。スカウト達は最初

転ぶことも多かったが、徐々に慣れ最後には全員が滑れるように

なっていました。若い人の対応力に指導者たちもビックリです。 
また「やりたいの」声に指導者の困った顔が浮かんできました。 
                     運拡委員 水井 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 月 19 日(日)、帰宅する人たちで少し混みあった電車の中、肩を寄せ合いながら座
っているスカウトや指導者、保護者の面々。「ガタン、ゴトン…」電車の揺れに合わせて,
体が前後.左右に揺れています。鋸山ハイキングで、元気のすべてを使い果たした姿
は、これぞボーイスカウトと言わんばかりの一体感です。朝早くに駅に集合するために
早起きをして、鋸山での長い階段の段数を数えながら駆け上がり、われ先に頂上を目
指すスカウトを休憩させながら（指導者の保護のため？）、野草観察をしつつ、この数日
後にテレビ報道された聖徳太子像などの石像群や、百尺観音、大仏様の見学をしまし
た。お祈りと記念写真の後は、鋸山を徒歩で下りて、目的の乗車駅まで移動しました。 

 電車の時刻まで少し余裕があったので、その途中にある砂浜で磯遊びをしました。
色々な貝殻を拾ったり、生きたカニを捕まえたり、波打ち際で遊んだりで残りの元気を使
い果たしました。車内放送が降車駅を告げたので、夢の途中の面々を起こしましょう。 
「みんな、起きなさい！」 

ＣＳ隊長 永石 浩二 
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冨里１団 

富里市は、スイカの名産地です。そのスイカで乾いた喉を潤しながら走るユニ

ークなレース、それが富里「スイカロードレース」大会です。ＢＳ富里１団の役割分

担は、賞品準備・介添係です。ボーイ隊が中心となり団委員・指導者・ベンチャ

ースカウトが、当日の朝 7 時 30 分に会場に集合し、副賞である「スイカ」の箱つめ

作業を行ない、約 240 個を作ります。各レース種目がゴールすると、間もなく順位

が発表され入賞者が賞品を受け取りに集まって来ますので賞品の贈呈を行ない

ます。 

午前 10 時 50 分からは、上位３位までの表彰式が行われ、その介添を担当す

るのが、ボーイ隊スカウトです。１位にはトロフィーと楯、２位・３位にはトロフィー、

その他に景品・副賞として富里のマスコット「とみちゃん人形」とスイカをスカウトが

それぞれを表彰台の役員に手渡します。スカウト９人でこの介添えを実施しまし

た。朝からの奉仕活動は 13 時頃に終了し解散となりましたが、蒸し暑い一日で、

スカウト諸君はとても疲れた様子でした。 

                            ＢＳ隊長  杉崎  厚  

 
５月３０日（日）午前中、ＪＲ酒々井駅前から京成酒々井駅前までのゴミゼロ活

動を行いました。地域の方もゴミゼロを行っている中での取り組みの為例年に比べ
ゴミの量も少なかったが町の中がきれいになったことでスカウト達も満足な表情を
見せていました。 

その後、当団スカウト畑に移動し例年行っているサツマイモの苗４００本をスカ
ウト・指導者・団委員・保護者の方々で植えました。 

前の週に畑を耕すことから始め、各隊では思い思いの野菜の苗も植え、日々成長
観察などにも取り組みます。秋の収穫が楽しみです。 
                             運拡委員 水井 
 

八街１団 
4 月 12 日、第 1 回小篠塚クロスカントリーに参加しました。知らない土地で知らない人に交じって、

スカウトだけで元気よく参加しました。開会式では、和尚さんが子供の時の自然とのふれあいの大切
さをお話しされ、野山の草花をぜひ楽しんで欲しいとおっしゃいました。 
スカウトも少し緊張気味な様子でしたが、私たちリーダーや保護者の方も初めてのクロスカントリ

ー参加で心配が隠せず「途中歩いていいからね」「ゴールで待っているからね」「迷子にならないよう
案内の人が立っているからね」と何回も繰り返し言い聞かせて見送りました。スタートの合図のあと、
やっぱり心配で後を追いました。スタート直後すぐに急勾配の登り坂、そして今度は山道の階段を下
りてゆく、といったコースのはじまりでした。「がんばれ！がんばれ！」「子供達みんなここを走って
いたよ！」と声をかけられ、わが団のスカウト達もここを通るとき、このように温かい声援をしてい
ただいたのだろうと感謝の気持ちでいっぱいになりました。ゴール付近では、次々にゴールする参加
者一人一人に惜しみない拍手が次々に送られました。なかなかゴールしないわが団のスカウト達がゴ
ール前の直線道路に姿を現した時、順位に関係なく嬉しくて近くにいた他の団のリーダーの方と「来
た、来た！」「うちの団のスカウトです！」「まだ、ビーバー隊なんです！」いつの間にか話していま
した。 
ゴールした後のスカウトの感想は「楽しかったよ」「あのね、たくさんの人が応援してくれたよ」「蝶々

が飛んでいたから追いかけたよ」「きれいな花も咲いていたよ」「今度は、長ズボンでは参加しないよ」
というものでした。表情も生き生きとして満足でした。もう少し、順位にこだわって良いのかもしれ
ませんが、自然を楽しみ、そして周囲の人の温かさに触れ、良い体験ができました。ありがとうござ
いました。                            BVS 隊長 永田 智子 

酒々井１団 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 月 10 日、この時期としては大変暑い陽気の中、南房総市の富山へ登山に行ってき
ました。事前の集会で「南総里見八犬伝」のお話しをしっかりとお勉強し、宝物としてゲ
ットした仁義八行の玉をお守りにしてのチャレンジです。 
 道中は 1 合目、2 合目・・・と標識を見つける度に喜びの声が上がります。それ以外の
時は「まだ登るの~？」「もう歩けないよ~」と悲鳴のオンパレードでした。しかし山頂が近
付くにつれ道も急になり、その頃には息を切らしながら黙々と歩いていました。 
 山頂に着いた後は一気に元気になり、広場を走り回ったりしていました。下りて来てか
らは物語のヒロイン・伏姫が住んでいた洞窟を見学して元気に戻ってきました。 
 この日は「互いに助け合う」様子も見られ、最後まで頑張って歩き通したスカウト達の
姿に成長を感じました。                       

CS 隊長 渡部 真 
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四街道 1 団 

ビーバー隊の活動として植え付けから収穫までの継続した栽
培を経験させたいと思い、その畑の場所について団に相談した
ところ、副団委員長のご自宅の庭の一角を貸して頂ける事にな
りました。その上、団の取り組みとしてビーバー隊の活動を全
面的にバックアップして頂ける事になり、感謝しています。 
 まず１月 17 日、団委員、隊指導者、そしてＢＳ，ＶＳのお兄
さん達も参加して庭を耕し、ビーバー隊のためのかわいい畑が
出来ました。そして 3月 22 日、ビーバー隊が初めて畑に集合し、
じゃがいもを植えました。穴の掘り方、いもの切り方、植え方
…説明を真剣に聞いて親子で一生懸命のビーバースカウトたち

です。次に４月 26 日、大分育ったじゃがいもの「芽かき」と「追肥」をしました。美味し
く育てる為に色々な作業が有る事を知りました。経験した事を絵に描いてみるとみんな力
作でした！５月 24 日、元気いっぱいに育ったじゃがいもに、きれいな花も咲きました。育
ち過ぎ！という事で追肥はやめて、畑の雑草取りと土寄せ。地味な作業でしたが、競争で
草取りするスカウト達。お花の絵はとても芸術的です。そしていよいよ！7月 11 日に収穫
を迎える予定です。楽しみです！ 
                             BVS 隊長 山口 かおる 

四街道２団 

6 月 27 日、市内幼稚園・保育園の園児と保護者 80 余名
を迎えて収穫を楽しんだ。 梅雨の真っただ中、気になる
天気は快方に向かうとの予報に小雨をついて決行した。 

「ボーイスカウトは英国で生まれたものなので雨が降
ってもやるんだよ。ラグビー然り!」当団の勇ましさはこ
んなところで生きている。200 ㎡の広い畑も収穫を楽しむ
スカウトと体験者でごった返した。「パパ、これ大きいよ
」。「ほら、こうして掘るのよ」と親子の楽しい会話。「…
今日の体験入隊者の半分でも入団してくれると良いんだ
がね」「…年中さん年少さんが多いですよ」「出来るだけ早
い時期から入隊させるべきで、年長さんの入隊は 9 月から
できたのに 1 月からに伸ばしたのはむしろ改悪だね」こん
な会話がリーダーの間で囁かれた。じゃがいも掘りの後、
BS 隊 VS 隊が作ったモンキーブリッジ、３脚信号塔を楽
しんだ。池では、ザリガニを見つけた子供たちが集まって
大騒ぎになっていた。ふと気がつけば雨はすっかり止み、
服と靴は泥だらけでした。          

CS 隊長 新良貴 弘隆 

５月３日〜４日、長野県の松原湖高原に普通列車を乗り継いで遠征しまし
た。今回の遠征の目的は、野草採取と野草料理をすることです。 

４月のはじめに隊舎から佐倉ふるさと広場にサイクリングをしたとき、道
端に沢山のツクシが見えました。シロツメグサ、ハコベ、スギナ、タンポポ
、ナズナ、ドクダミ、トリカブトなども見つかりました。こちらでは時期を
過ぎしまった春の野草ですが、冷涼な気候の小海線沿線の高原では、今まさ
にベストシーズンを迎えようとしていました。 
スカウトは、山に入って、コゴミやタンボボなどの野草をたくさん採取し

ました。それを、天ぷらにして食べました。新鮮な採れたての野草はとても
美味しかったです。食べきれないほど採取できたので、残りは家庭への土産
となりました。今回の活動のように、炊事章課目を隊活動に組み込み、計画
的に技能章が取得できるよう内容を考えています。     

VS 隊長 上代 繁 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 27 年 9 月 1 日 

印旛地区運動拡大委員会  

委員長 指田 紀男 
77//88  49 号 

四街道２団 

２３WSJ 壮行会 訓練キャンプ 

６月１３日〜１４日の活動では、大型工作物の製作
に挑戦しました。１日目は、杉の間伐材の皮を剥ぎ、
ノコギリで切断し、防腐剤を塗りました。２日目は、
それを角縛りやはさみ縛りなどのロープワークのスキ
ルを使って、組み立てました。組み上がったら、それ
をみんなでロープを使って支えながら立ち上げました
。ついに三脚信号塔の完成です。完成後は、登り初め
です。今回のプロジェクトリーダーのベンチャースカ
ウトが最初に登りました。始めは恐る恐るでしたが、
てっぺんにつくと大空に向かって大きくピースサイン
をしました。達成感に満ちた表情でした。なんといっ
ても、計画書を書きはじめてから１年間かけて完成さ
せたのですから。その後は、参加したスカウトが順番
に登りました。みんな晴れやかな表情でした。これか
らも、こうしたスカウトが成就感を持てるような活動
を積み重ねていきたいと思います。 
                VS隊長 上代 繁 
 

壮行会 

 ４月２９日 

第１回 
訓練キャンプンプ

５月連休 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菊章を取るのは１級や２級とは違って、難しいことが多く、すごく大変でした。部活動で活動に

参加することが少なく、なかなか進みませんでした。なにをすればいいのかわからなくなったり、課

題が難しくて進まないときもあったけど、隊長のおかげで取ることが出来ました。たくさん助けても

らったりして、菊章を取るのが遅くなってしまったけど、ターゲットバッジをたくさん取って菊章を授

賞することが出来て良かったです。菊章をとったからには、隊のみんなには出来るだけの技術は

教えて、みんなに頼ってもらえるように、菊章を認めてもらえるようにがんばっていきたいです。 

そして、後輩にも菊章を取ってもらえるように努力したいです。世界ジャンボリーでは、普段のキャ

ンプより不便なところがたくさんあると思います。積極的に作業に取り組んだりして、みんなの役に

立てるようにしたいです。楽しいキャンプにするためにも、一つ一つのことをきっちりとやっていき

たいです。これからも大変なことはいっぱいあると思います。そんな時は隊長や、隊の仲間に助け

てもらい、もっともっと上の章を取れるように頑張りたいです。       成田１団 渡邉 芽生 

平成 27 年 9 月 1 日 

印旛地区運動拡大委員会  

委員長 指田 紀男 88//88  49 号 

隼・菊章 受賞者 

地区総会 4 月２９日 佐倉中央公民館 

新団委員長 

酒々井 1 団 
小泉 広美 

四街道 1 団 
指田 紀男 

隼章 

菊章 

今回、菊章を取得出来てとても嬉しい気持ちもあります。ですがそれ以上に、自分が
菊章を取得出来たということに、驚いている気持ちもあります。 
 なぜなら、自分は、部活であまり活動に参加出来る回数が減ったのに加え、途中で成
田市から千葉市に引っ越しをしたことで菊章を取得するのは、困難になると思っていた
からです。ですが、隊長が自分でも取得出来るようにと、参加することの出来た活動の
中で必要な項目を、メインにした活動にして下さいました。そのおかげで、自分は念願
の菊章を取得することが出来ました。 
 菊章を、取得するのに協力して下さった方々に、感謝の気持ちを忘れずに、これから
の活動を頑張っていこうと思います。 
 そして、菊章を取得する際に、学んだことを、ボーイスカウトだけでなく、学校生活
にも活かし、菊章に恥じないような行動をしようと思いました。 

成田１団 遠山 脩斗 
 

ベンチャー隊に上進して約 2 年半が経ち、ついに隼スカウトになることができまし
た。正直、2 年半もかかってしまったなぁという気持ちです。 
 初めは、私にとって隼章を取得することは憧れでした。しかし、一つ、二つと技能
章を取得していくうちに、隼章は遠い存在ではなくなっていきました。私は、計画書
や報告書などのレポートを書くことが苦手だったので、隼章を取得するために私が一
番大変だったことはレポートの作成でした。この 2 年半、色々なことがありましたが、
その全てを仲間と共に乗り越えてきました。また、私たちが計画したことをちゃんと
実行できるように、団の方々、隊長、家族、そして他団の指導者の方、多くの人たち
に支援していただきました。誰からの協力もなければ、私はずっとベンチャー章のま
まだったと思います。私をここまで導いてくださった方々に感謝し、そして、その感
謝の心を忘れずに今後も成長していきたいと思います。 

佐倉３団 関元 紅音 




