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Ⅰ．はじめに

第 14 回日本ジャンボリーに参加して
隊 長
横浜第 95 団 吉岡 良一
三指
第１４回日本ジャンボリー石川県珠洲市へ横浜地区カラーチームの参加が決まり歓喜する中、６
月からスカウトの演技訓練が始まりました。３ヶ月間に及ぶ訓練は雨の中、猛暑の中とスカウトが
越えるハードルは高かったのではないかと思います。訓練の甲斐あって石川県珠洲市での８日間に
及ぶ毎朝夕の国旗掲揚、降納、サブキャンプ訪問、リハーサル練習では、静岡のファンファーレ隊、
富山のスカウトバンド、県央地区フラッグらとの合同で、他隊との友情も深まりジャンボリーなら
ではの時間を過ごせました。
ハードな活動でしたが体調を崩す者もなくみな元気に過ごせました。
なんと言っても５日のジャンボリー大集会にてご来賓の皇太子様に曲目「情熱大陸」フラッグ演
技をご覧いただき、お褒めの言葉をいただけました事は大変な名誉でしょう。
この素晴らしい評価を得て凱旋で来た事は、なんと言っても我々を送り出してくれた残留の指導
者及びローバースカウトらによる前日までに及んだ多大な支援があったからに他なりません。
指導者諸氏、インストラクター諸君においては次々と作業が沸いてくる状況下で参加スカウトの
減少問題、新演技曲の選択及び決定、コスチョームの決定と手配、しおりの作成、ご家族への連絡
説明会、等々有る中で良く考えながらチームのために奉仕し一丸となれたと感じています。
演技、生活指導など多くの難問を一つ一つ解決しながらカラーチームを支えているローバースカ
ウトがこのスカウト活動によって奉仕の精神を身に付けて行く様が実に鮮明になり隊長として何
より誇りに思えたと同時にスカウト運動の素晴らしさを改めて実感いたしました。
最後になりましたが、送出してくれた保護者様、カラーチームＯＢ、横浜地区役員またまたジャ
ンボリー会場まで応援に駆けつけ支援いただきました方々にはカラーチーム指導者を代表致しま
してお礼申し上げます。次回第１５回ジャンボリーは、静岡県朝霧高原となりますが、横浜地区カ
ラーチームに変わらぬご支援賜ります様お願い申しあげます。
弥栄
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Ⅱ．スカウト 感想文

横浜第 20 団 中原

佑理

自分は春の活動のときから、カラーチームで
ジャンボリーに行くことが決まっていた。
しかし、いざ練習期間になってみると家の事
情で忙しくてまともに練習に出られなかった。
結局練習に出たのは７月の後半の一日練習か
らだった。
毎日練習があって、とにかく追いつけるよう
に、足を引っ張らないように、最高緒の演技が
できるように。本番が近いのでどうにかほかの
事と両立するのが大変だった。
一週間そういう生活をして、準備期間のため
の二日間も用事で埋まっていて、本当に本番が
成功するのか不安で仕方なかった。
そうしているうちにもジャンボリーの日が
来て、その日の午前中は暇だったので急いで準
備をした。準備はぎりぎりで間に合ってどうに
かなった。
８月１日、午後７時集合。荷物を積み込んで
セレモニーを青いポロシャツとハーフパンツ
にハイソックスというなんともいえない服装
でして、そのままバスへ。半日ぐらいバスに揺
られて、軽く酔ったりもして・・・石川県につ
いた。
朝食は高級な海鮮料理屋みたいなところだ
ったが、ご飯に味噌汁、ウインナ―とかで、と
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にかく海産物はほとんどなかった。
そのあとまたバスに２，３時間ぐらい揺られ
てまた酔った。集結地点で、スカウトフォーラ
ムで知り合った人と会って、ジャンボリーに来
たなという実感が出てきて少しやる気が出た。
それから１時間くらいバスに乗ってやっと会
場についた。
ついて早速荷物の運び出し、炎天下でやった
ので先輩たちは「死人が出る」といっていた。
あとから考えてみると練習よりキツかった。
そのあと練習、本気で殺りにきたなとおもっ
た。練習が終わりくたくたの中、自分はあるも
のとであった。シャワー。しかし冷たい、夜は
寒いので風邪を引くのではと思ったが、疲れた
体を冷やすにはちょうどよかった。そのあとは
就寝規則ただしい生活をしているので、睡眠時
間は長くてたすかった。
８月３日、この日は本番その１、開会式の日
だった。よって朝から練習。夕方に本番。しか
し思ったより苦にならなかった。
本番の内容は、ライトショルダーの状態で立
っているというもの。まだ演技じゃなかった。
しかしこれは意外につらい！どうにかして
切り抜けるために、違うことを考えてやりすご
した。本番も終わりシャワー、至福の時・・・
そして就寝。
８月４日、ジャンボリー大集に向けた練習日。
この日は後半になるとものすごく不思議な雰
囲気になった。だらけすぎず、しまりすぎカラ
ーにくるとよく言われるメリハリがあって、か
なり充実した練習ができた。
８月５日、ジャンボリー大集会当日大体３日
と同じ日程の一日だった。朝から練習、夕方に
本番。
本番は初演技だったので緊張が人生で最高
潮になった。しかも覚えているのは最後のキメ
の所だけ。とにかく最高だった！
８月６日、閉会式に向けた練習日、とにかく
練習。最後の練習日なのでとにかく気合が充満
していた。ライバルチームである県央カラーチ
ームは、閉会式に曲をひとつ追加するという大
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胆な作戦に、少し不安があった。
８月７日、閉会式当日。この日の練習が一番
轟々とした感じで、とにかく２度と味わえない
ような雰囲気になった。
最後の本番、大集会のときのようにトリじゃ
ないのは残念だけど、本番は始まった。自分は
一度もミスらずに大成功だった。
そのあと大会テーマ曲の大合唱、ファイナル
コンサートとかで最高に盛り上がった。この日
はボーイスカウトの活動の中で最高の日だっ
た。
８月８日、撤営。片づけが進むうちに自分の
中でしんみりした空気が流れてきて、「もう終
わりなんだな」とすこし寂しくなった。
バスに乗って、ルネス金沢というプールで心と
体を癒して、バスでわれ等が横浜に無事帰還。
８月９日、解散。雨が降っていたけどそれすら
も懐かしかった。期間中はいちども雨が降らな
かったから。そのおかげで今回のジャンボリー
は大成功だった。そのあとは隊長の話だけで終
わった。
ドラマみたいな忙しい日々から、平凡な日々
に戻ってきた。最高のジャンボリーだった。

開催された、私のジャンボリー。波乱の連続で
した。自分以外の演技はほぼ完成に近いのに、
そこにいきなり突っ込み、演技を気合で覚え、
部活、友人、遊び。すべてを捨てる覚悟で練習
に望みました。その影では先輩の方々、インス
トラクターの方々に常に支えていただきまし
た。そのおかげで、なんとかジャンボリーまで
に演技を覚えることができました。
そして迎えたジャンボリー大集会。ついに私
達の演技を二万ものスカウトの前で披露する
日がきました。そのときの緊張感やら高揚感は、
なにかすこし心地が良かったです。そして段上
に上がり、ready set の号令。緊張と興奮は紙
一重で後者が勝っていました。
――本番での演技の思い出。実は、あまり覚
えていません。ですが、ほんとうに楽しかった
です。
そして次の日から、閉会式へ向けての猛練習
が始まりました。
私が感動したのは本番ばかりではありませ
んでした。それは、私達カラーチームへの待遇
でした。旗を持って行進すれば、声援がそそが
れ、サブキャンプをたずねればヒーロー扱い。
俺達ってかっこよかったんだ。と、仲間と喜び
合い、自信がつきました。そして、最高の演技
をみんなに披露しよう。と、自らを鼓舞しまし
た。
そして迎えた閉会式。観客のテンションは最
高でした。これが俺達の最後のステージ。そう
思い、気合をいれていました。
インストラクターに鼓舞され、チクサクコー
ルを終えてあがったステージ。テンションは最
高。もう楽しむしかない。
そして演技を終え、私のジャンボリーは閉会
宣言とともに終わりを告げました。
本当に私にとって、このジャンボリーは貴重
横浜第 77 団 東仙 貴光
な体験であり、語り継ぐべき体験であると思い
ます。１５nj もまた、カラーチームの上級班長
８月３日、第１４回日本ジャンボリーが石川、 として参加したいと考えています。そして、ジ
珠洲の地で開催されました。広大な広場に、日
ャンボリーの運営に携わった方々。そしてカラ
本中のスカウトとが集う会場が、歓喜の渦に包
ーチームのリーダーの方々、私を支えてくださ
まれた瞬間でした。
った方々に、本当に感謝しています。
しかし、私のジャンボリーはすでに７月２８
１４ＮＪ、本当に参加できてよかったと思い
日に始まっていました。第１２回事前活動から
ます。今期の残りのカラーチームの活動、気合
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入れて頑張りますので、よろしくお願いします。 てしまいました。
でも六日目の閉会セレモニーが、終わった後
にそれまでの思いは一気に無くなり 14NJ に本
当に感動することが出来ました。
夏休み前からの暑い中での練習も、最後の閉
会セレモニーをしたことによって全てが報わ
れた気がしました。
多分、閉会セレモニーが無かったら、最初と
同じような気持ちのまま最後まで終わってし
まい後悔する結果になっていたと思います。
帰りのバスの中では、いろいろと今までのこ
とを思い出していました。思い出したものはだ
いたいが辛かったことなどでしたがそれも終
わった後ではいい思い出だと思えるようにも
横浜第 103 団 鶴丸 龍郎
なれました。
今後また機会があったら 15NJ にどんな形で
今回の参加は本当のことを言うと親などの
もいいので参加してみたいです。
圧力によって半強制的に参加することとなっ
てしまい、あまり乗り気ではありませんでした。
練習中もそう言った思いから最初のうちはや
る気もあまり沸くこともなくだらだらと続け
てしまい、何度も怒られてしまいました。夏休
みに入ってからは毎日朝から練習があり、終わ
っても帰って少ししたらすぐ塾といったよう
な不規則な毎日だったので何度かやめようか
とも思いました。
しかし、14NJ ではみなと祭り以上の感動を得
ることが出来ました。
一日目。会場に到着したときに。想像以上の
暑さに愕然とし、今後ほぼ一週間もの間をこの
暑さの中過ごすのかと思うと、今後の練習など
横浜第 125 団 金田 太樹
の事が不安になりました。
二日目の開会セレモニーでは、基本的に立ち
日本ジャンボリーは４年に一度のビックイ
っぱなしで、終わった後には足が相当痛かった
ベント。そのイベントの中で演技できたのは凄
です。
く名誉な事だと思っています。みなと祭りが終
四日目の大集会では、演技の初めての本番で、 わってからジャンボリーに向けての合宿する
スカウト以外の人を含めるとほぼ３〜４万人
と聞いて、今年もジャンボリーに行けるんだ、
もの人たちの前で何かをするのは初めての経
とワクワクしていました。しかし、練習は厳し
験だったので緊張してしまい、少しミスをして
くてつらいものばかりで、このまま続けて行け
しまいました。
るのか正直不安でした。初めて演技曲の情熱大
とまあ箇条書きみたいに書いてしまったの
陸を聞いたとき何故か分からないけど、楽しく
ですが、本当のところ一日目〜五日目まではそ
なってきたんです。多分曲に合わせ演技をする
こまで心に残ることもなく、まだ初期と同じで
ことが、新鮮に感じたんだと思います。合宿期
乗り気ではなくなんとなくだらだらと過ごし
間が終わって１日練習が始まった。練習場所も
5
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三ツ沢から新横浜の日産スタジアムでやるこ
とになりました。雨の中の練習もあり、暑い中
での練習もありました。でも、しだいに完成へ
と近づいるという実感はありました。細かいと
ころを何回も注意されたり、自分の出来なさに
頭を悩ませるときもありました。けれども、そ
こで妥協しなかったのは、周りにいたカラーチ
ームのメンバーがいたからこそと思ってます。
しかしメンバーの中には活動に用事で参加出
来ない人もいて、なかなか全員揃って練習出来
ないままジャンボリーに出発してしまいまし
た。
現地の石川県に着きました。取りあえず暑い。
この暑さに慣れるまで２日かかりました。設営
ではいろいろトラブルがあって遅くはなった
けど無事に終わって、ホッとしてる暇もなくも
う開会式のリハーサルです。開会式での役目は、
５旗入場と１０旗で舞台を飾ることだったけ
ど、立ってるだけでも二万人の多さに圧倒され
ました。キャンプサイトは夜寒くて寝付けない
日が度々ありました。大集会での初めての演技。
緊張はそんなにしませんでしたが、ミスしない
ようにとずっと思っていました。そしていよい
よ全ての終わりを告げる閉会式が始まりまし
た。[演技をするのは後一回だけ、このためだけ
に今まで練習してきたんだ。精一杯やってこい]
この言葉を聞いて、今までやってきた厳しく辛
いセッションの思いが一気に込み上げてきて、
マジ泣きそうでした。最後の本番、一発かまし
てやりました。テンション高めで。その後の閉
会式は喉がかれるまで叫んで踊って、最高の夜
でした。カラーチームは１人では出来ない。人
が集まって初めてチームになる。チーム一丸と
なってでしか出来ないことを 出来て最 高で
す！
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横浜第 79 団 森澤

芳紀

カラーチーム１４ＮＪはつまらなくてもの
すごく疲れると、カラーチーム１４ＮＪに参加
する前はそう思っていた。もちろん行かないと
自分の中では決心していたが、弟がスカウトと
していくこともあって、自分も行くことになっ
た。
期末試験前ギリギリに練習が始まり、勉強に
支障が出るだろうなーといつも考えながらハ
イマークしていた。マジ疲れる。しかも公園み
たいなところでやるもんだから、こっちをみて
ダセー的な目で見てくるどっかの学校の生徒
や、邪魔なんだよと遠まわしに言ってくる愛犬
家がたくさんいてありえないほどストレスが
溜まっていった。でも一年目の春に比べればも
う結構慣れてはいたが。
そして練習の大詰めがやってきた。練習を連
日やるもんだから日産スタジアムと自宅を行
き来するようになった。朝早くおきて、コンビ
ニで弁当かって、歩いていくかもしくは親に送
ってもらって、練習して、家かえって、勉強し
て、友達からの遊びの誘いを断って、終了・・・
みたいな日々が毎日続き、もう本当にサボりた
いっていつも思っていた。
日が過ぎていくにつれ、自分はリーダーに演
技等で注意されると「俺は、塾に行ったりして
までカラーチームに来てやってんだぜ、もっと
丁寧に扱えよコノヤロー」みたいな愚痴ばかり
思っていた。
でも、みんなの話を聞くと、バイトがあった
り、部活の練習があったり、塾があったり、い
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ろいろ皆時間を調整してきてんだなーと気づ
き始めた。
リーダーなんかよく考えたら社会人だもん
な・・・隊付きも大学生だし、皆大切な時間削
ってまで来るんだから本番をマジで成功させ
たいんだなと考え始めた。
そして徐々に「両立」ということを自分は考
え始める。何事も両立が肝心なんだなと感心し
ていたら、いつのまにか本番。だが、自分は今
まで文句ばかり思ってきたが、結構勉強と両立
できてたじゃんと振り返った。そしてステージ
に立ったとき、「両立させた成果、魅してやる」
と心に誓い、精一杯情熱を演技した。
カラーチームは辛かったし、面倒くさかった。
でも両立させるという社会に出て役に立つこ
とを自分は得れたと思う。だからカラーには感
謝しています。
でも今度はリーダーとしてＮＪに演技団体
として参加したいです

横浜第 103 団

加藤 駿作

今回の第１４回日本ジャンボリーは僕にと
って人生で最高の思い出になりました。
最初は行きたかたったが部活の合宿でだめ
だと思っていました。しかし運命のはぐるまは
動きだしたのでした。合宿が去年より早まった
のです。このことはかなりうれしかったです。
でもいざ練習が始まると部活ばかりで全然練
習にでられなくとても不安でしたと同時に練
習は１人でもかけると大変なのに休みばかり
でみんなに迷惑がかかりすみませんでした。そ
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んなに迷惑をかけたのにみんなは文句を言わ
ずむしろ「おっ、久しぶり〜」とか「よっ！」
などやさしく声をかけてくれてとてもうれし
かったです。そこであらためて友達の大切さを
実感しました。
だから少ない練習でも頑張ろうというきに
なりました。そしてあっという間に１４ＮＪの
日はやって来ました。バスにのるまえはワクワ
ク感と演技にたいする不安が混ざり複雑な気
持ちでした。しかしバスに乗るとそんなものは
ふきとびはやく着けと思ってました。
バスのなかは寝心地が悪くて最悪でした。結
局まじめにねたのは２、３時間でした。
それでも着いたらねむけなど微塵もありま
せんでした。ここでやるのかとしみじみしてい
たらすぐ荷物運びでした。荷物運びはとてもき
つくみんなバテぎみでした。２日からいきなり
本番演技の練習やリハーサルだらけでした。リ
ハーサルはいきなり変わったりして大変でし
た。３日は開会式でした。僕は式の間１時間ぐ
らいはたを持って立つというかなりきつい仕
事でした。でも終わってリーダーたちがみんな
に開会式良かったよと言ってくれて僕たちは
やる気があがりました。
５日はついに大集会でした。この日のために
今までやってきたのだと思うとがぜんやる気
がでてきました。そして僕たちの出番が来まし
た。最初ステージに上がったとき心臓がばくば
くでした。そして照明がてりついにはじまりま
した。はっきりいって本番はあまりおぼえてい
ませんがとにかく楽しんでできとても満足で
した。６日は交流会がありマッチョというだし
ものをしました。それなりにウケたので良かっ
たです。７日は閉会式でこの演技でこのメンバ
ーでする最後の演技とききさびしくなりまし
た。でもいまはやるのみだと感じ全力をだしき
りました。不思議と大集会のときよりおちつき
はありました。しかし１回演技を間違えてしま
いました。でも悔いはありませんでした。なぜ
なら達成感が上回っていたからです。この日の
夜は最高すぎてあらわせないぐらいのものに
なりました。そうして僕のジャンボリーは終わ
りました。無事にかえることもでき満足でした。
それもリーダーや親などいろんな人達のおか
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げです。本当にありがとうございました！そし
て次の日からまたいつもどうりの生活にもど
りました。でもこのジャンボリーであじわった
感動は僕の心のなかで一生かがやくだろうと
思いました。

参加したいと思います。
来年世界ジャンボリーで、イギリスで演技でき
たらかっこいいなって思いました。

横浜第 120 団
横浜第 103 団

吉村 拓都

僕は初めはこの第 14 回日本ジャンボリーに
参加することに、全く気が進みませんでした。
僕は、ジャンボリーに参加した理由は、開催
5 月にようやくカラーが終わったばかりだっ
されるのは４年に１度だけで、スカウトで演技
ていうのに、1 ヶ月も経たないうちにまた始ま
が出来るのは一回だけで、２万人以上の人たち
っちまうし、その上に夏休みの半分近くを練習
に自分たちの演技を見せられるからである。そ
やジャンボリーに費やすなんて、たまったもん
れと、普通の高校生の夏休みは、部活や塾、バ
じゃないと思いました。隊付きや副長補に半ば
イトなどでつまらない夏休みを過ごすだけで、 強制的に連れていかれることにならなければ、
もったいないと思ったからです。
到底行かなかったでしょう。
参加にあたり、土日が潰れてしまい、部活の
最初に集まったときには、自分も含めてたっ
方も色々と問題があり大変で、試合が終わるま
た 4 人しかいないし、東仙や佑理は終盤まで来
では部活に出て、試合が終わってからの１７日
ないというし、本当にこんな状態でジャンボリ
から毎回参加しました。夏休みに入り２２日か
ーで演技が出来るのだろうかと思いました。
ら３０日まで毎日朝から大変だったけど、ジャ
そして、ジャンボリーへと旅立つ 8 月 1 日。あ
ンボリーのために頑張りました。
まり実感が湧かぬまま、バスに乗りました。
石川県について、とても暑く、毎日毎日リハ
石川県珠洲市の第一印象はとにかく日陰が
ばっかで自由時間は２日に１回で、とても大変
なくて暑い、でした。本当にあたりに何もない
だった。でも、開会式、ジャンボリー大集会、 草原でそれに、雲ひとつない青空で、到着して
閉会式どれもよかったです。最も良かったと思
直ぐの荷物運びや設営は暑さで相当苦しいも
うことは、閉会式です。なぜなら、演技もばっ
のになりました。日産スタジアムでの練習時に
ちりで、『風のジャンボリー』を歌うために２
暑くて、なんでこんな日向でわざわざ練習をす
回もステージに出れた事です。
るんだとぶつくさ言ってたときに、菅さんが
逆にもっとも悪かった事は、ジャンボリー大
「向こうは日陰がないから、その訓練の意味で
集会の次に日の、ジャンボリープレスの表紙を、 やってるんだ」と言っていたのを思わず思い出
県央にとらえた事です。
すほどに何にもありませんでした。そして自然
４年後のジャンボリーに、もし参加できたら
が豊かなことも非常に印象的でした。緑に覆わ
8

佐藤 元紀
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れた山々や、青空と木々のコントラストは練習
中に感心してしまったぐらいきれいでした。
さてジャンボリーでの練習ですが、内容自体
はそれまでの事前訓練とそう変わりはありま
せんでしたが、向こうに着いてからの日焼けに
よる体の痛みや痙攣や捻挫といった怪我が続
いたので、辛いものでした。
そして演技の本番ですが、2 万数千人もの人
の前で何かをするなんてことは当然、経験した
ことのないもので、それだけの人々がステージ
の前で盛り上がっているさまは非常に圧巻で
した。大集会での本番直前、みんなでチクサク
コールをしているとき、興奮と緊張で声が上ず
ってしまっているのが自分でも感じ取れまし
た。こんな状態で自分は大丈夫か！？と焦った
し、ステージに上って前がよく見えないほどの
眩しいスポットライトに照らされたときなど
まい上がってしまいました。けれども、観客の
スカウトたちの歓声や声援を聞いているうち
に、「よし、やってやる！」と覚悟が出来まし
た。それからは怪我の痛みも緊張も一切感じま
せんでした。ただひたすら、見てくれている人
や一緒に演技をやっている皆のために少しで
もよい演技をしようという一心でした。若干の
ズレはあったでしょうが、演技にミスは一切な
く、個人的には会心の出来でした。そのときは
皇太子の顔は直接見られず、少々脂っこい後ろ
髪しか見えませんでしたが、そんなことはどう
でもいいぐらい、ただただ満足でした。この演
技が出来ただけで、このジャンボリーにこれて
よかったなと心から思いました。
気分が乗らないまま始まったジャンボリー
でしたが、最後にはこんなに強い充実感を得る
ことが出来ました。毎日のように夜明けまで僕
らのために話し合いをしてくださり、演技も見
てくださったリーダーやインストの方々、こん
なすばらしい舞台に出られるほどに横浜カラ
ーの評判を上げてくださった 4 年前のジャンボ
リーの参加者の先輩方、支えてくれた両親、こ
んな体験をさせてくださった全ての人達に感
謝しています。
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横浜第 125 団

遠田 勇也

１４ＮＪに行って、自分が一番伸びたところ
は演技はもちろんうまくなったけど、演技を完
璧にさせる努力すること、みんなでいい演技に
しようとする情熱がすごく１４ＮＪでセッシ
ョンをしてるとき、日産スタジアムでセッショ
ンをやってるときとても有ったと思う。
初日の合宿では、基礎練習だけでただ、だり
ぃしすごくめんどくさかった。
第３回の合宿まで基礎連ばっかで、１年から
ドラムだったから手わざとかよくわからなく
て結構つまらなかった。
次ぎの活動では、ポジション発表？があって
イエローフラッグの先頭、一番になって、なん
で俺が先頭なのか今でも良くわからない疑問
点になっている。
日帰りの活動になってからは本格的なフロ
アに入って来て活動にいくのもそれ程苦にな
らなくなっていった。でも一向にメンバーがな
かなか集まらないことも、不安になっていた。
それでもみんな仲良くて昼飯の時間はしゃ
べったり部 活やったりで結構 いいふいんき
で 、楽しかった
いざＮＪに行くとまず待ち構えてたのが、荷
物運びと、設営でとにかく暑かった。
向こうに行ってからは、暑さのせいで、テン
ションが下がりっぱなしだった。でもリハーサ
ルやセッションでは気合を入れて、声をウンと
出した。(そして枯れた)
大集会、２回しかできない内の１回みんな気
合を入れてステｌジに立った。
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イントロが始まると歓声がすごくてとても
僕が悪かったです。
すごかった。そうしてる間にイントロが終わり、
そんなこんなでリハーサルなど本番などを
演技をしたあっという間だったけど最高演技
いろいろやって終わり。
だった。
終わってから振り返ると、疲れたとしか言い
ようがないですね☆

横浜第 125 団

小島 聡
横浜第 95 団 泉

僕は初め、日本ジャンボリーに行きたいとは
思っていなかった。なぜならば、前回のジャン
ボリーに行った先輩スカウトに話を聞いたら、
「夜はぐに眠れるよ☆」と言っていたので、す
ごく疲れるんだなぁーって思っていた。
案の定、初めの合宿では、基礎練習としてハ
イマークをたくさんしました。あの時は、もう
やりたくないし、練習にも行きたくないなーっ
て思ってました。しかも、スカウトも最初は４
人しかいなくて、やる気０でした。
「果たして自分はカラーチームに必要なのだ
ろうか？」なども考えていました。みんな遅刻
や早退などしていて、自分が抜けたって、あま
り変わらないだろうなどと思いながら活動に
参加していました。
でも、一応、活動にはちゃんと参加しました。
しかし、僕は今、アルバイトをしていて、練
習の後半はほとんど早退しなければなりませ
んでした。その分、しっかりセッションを受け
たつもりです。
そして、事前活動で全員集まって練習するこ
となく本番を迎えました。
やっぱり石川は暑い！
しかも、日陰がない！
石川県を甘くみてました・・・
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龍太郎

私にとって今回の１４NJ はスカウトとして
は２度目のそしてカラーチームとしては最初
でおそらく最後になるであろうものでした。
始め、港祭りに向けての練習をしているとき
は、私は１４NJ には行かないつもりでした。高
校３年で受験も控え勉強をしなければならな
い時期に夏休みのほぼ半分が練習を含めると
つぶれてしまい両立は難しいと思ったからで
す。しかし豊福上班などリーダーの説得もあり、
私は１４NJ に行くことにしました。
１４NJ の練習が始まり最初人数もあまりそ
ろわず大丈夫なのかと不安になるときもあり
ました。けれど段々と人数も集まり始め演技も
徐々にできてきていき、ジャンボリー本番が近
づくにつれてみんなの意識が高まっていきま
した。ジャンボリーに行ってからはみんなで暑
い中サイトへの荷物の搬送、設営、そして練習、
本番の毎日でした。唯一の救いは毎日２度シャ
ワーを浴びれたことでした。そんな中けれど誰
一人倒れずに開会式、大集会、閉会式と本番を
大成功させることができました。みんな本番は
ものすごいテンションで盛り上がりでした。４
年前のジャンボリーとはまた違った感動を味
わうことができました。
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今回のジャンボリーも私にとってすごく充
実した貴重な体験になりました。もうスカウト
として参加することはできないけれど、指導者
など違う形でまた参加したいです。そして私が
参加することができたのは親を始めたくさん
の人たちに支えられたからです。本当にありが
とうございました。この体験を糧にこれからの
活動もがんばっていきたいと思います。

横浜第 103 団

牛尾 亮介

６月からジャンボリーにむけての練習が始
まったが、最初の方は予備校などと重なってあ
まり参加できませんでした。みなと祭り以上の
大舞台で演技をするのに、あまり練習が出来な
くて内心不安でした。その分をとり戻す為にも
ひとつひとつの練習に集中しようと思ってい
ました。しかし、本番の演技を覚え出してから
あまり集中が出来ていませんでした。けれど、
本番が近づき練習を重ねるにつれだんだん自
信をつける事ができました。
今回は、班制度がなく生活面では、３年目と
して全体をまとめるという感じでした。人数が
少なかった為スカウトはまとまり生活面は、よ
くやれたと思いました。
このような事前活動を終えてとうとう出発
の日がきました。バスでの移動を終え、ジャン
ボリー会場に着き荷物の搬送をしました。終わ
ったあとも、この荷物運びが一番大変だった気
がします。２日目になって本格的にセレモニー
の練習が始まりました。横浜で予想していたこ
とと違った事が結構あったけど現地での変更
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でうまく適応する事が出来ました。開会式では
演技はせず舞台で立っているだけだったけど
改めて人の多さに驚きました。現地での生活は、
昼間は異常に暑く夜はシュラフが必要なくら
いの疲れる気象でした。しかし、シャワーには
１日に２回も浴びられて予想よりも過ごし易
かったです。食事も作らなくて良く自分たちの
事だけをすればよかった事も楽でした。毎日あ
った朝のパレードは暑く大変だったけど、いろ
んな人に拍手などをもらえていい気分でした。
それほど練習が出来ないままジャンボリー大
集会と閉会式が来ました。舞台にたつまではあ
まり緊張しなかったけど、いざ舞台に立つと開
会式よりも緊張をしました。あっという間に演
技が終わって２回とも充実感がありました。特
に閉会式では演技だけでなく大会歌を歌う事
ができとても思い出に残る閉会式でした。
暑くて大変な約１週間だったけど、たくさん
の人に見てもらい感動をする事が出来たジャ
ンボリーに参加する事ができてほんとに良か
ったと思います。今回参加するにあたっていろ
いろと指導してくださったリーダーや、応援し
てくれた原隊の仲間、そして両親のみなさんこ
こまで支えてくれてありがとうございました。

横浜第 103 団

吉住 篤

今回の日本ジャンボリーは 4 年前の参加隊と
は違い、横浜カラーチームの一員という奉仕隊
で参加したのですが、4 年前とは比べ物になら
ない楽しさや辛さがあり、個人的にはとても充
実感のあったジャンボリーだったと思います。
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最終的には行って良かったのかもしれませ
んが、当初の予定だとジャンボリーに行く気は
全然ありませんでした、理由としては高校 3 年
生で受験生なのにこの夏休みの半分をボーイ
スカウトにつぎ込むなんてハッキリ言って自
傷行為となんら変わらないと思っていました、
けれど上班とリーダーの執拗な勧誘を断りき
れずジャンボリーに参加することにしました、
しかしその後はしばらく参加したことを後悔
していました。
6 月の半ば練習が始まると、春とは練習方法
が断然違い、一日に何時間もキツイ練習をやら
された上にしおり作りの手伝いを任されたり
して、その時は本当に面倒くさかったです、い
ざ夏休みに入ると毎日のように炎天下の下で
練習があり勉強もどんどん疎かになっていき
ました、しかし夏休みの練習も後半に入るとま
だ全然練習に参加していない者やそろってな
い演技などが不安になってきたせいか、残り 3
日ぐらいからは自分を含めて皆頑張っていた
と思います。
そして実感の湧かないまま出発日当日にな
り、出発前からちょっとしたトラブルもありま
したが、無事沢山の人に見送られてジャンボリ
ー会場へ向け出発しました、行きのバスの中は
自分含めて皆で騒いでいたのが原因だろうか、
翌朝の朝ご飯の時はジャンボリー会場に到着
前に、まだこれから地獄の労働をあるのを知ら
ずに疲れ果てていました。
ジャンボリー会場に到着すると次は設営が
始まったまでは良かったのですが、炎天下とは
しゃぎ疲れで皆キレかけて怖かったです、設営
が終わりいざ練習となり始めてのフルメンバ
ーで練習しましたが、この時の練習はハッキリ
と憶えていますがお世辞でも上手いと言える
演技ではなかったのでちょっと不安でした、な
んだかんだ無事に一日目が終わった時は 3 年生
として思ったのは、1 年生が予想以上に働かな
かったので残念に思っていました。
ジャンボリーの二日目は夜露のせいでロク
に寝られないままなりました、この日から朝と
夕方の掲揚が始まり閉会式までやりましたが
一回一回がとても辛かったですが辛いのは自
分だけじゃないと自分に言い聞かせて乗り越
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えました、この日は開会式があり自分達も参加
し 2 万人の前に立ちとても緊張しました、開会
式が終わり今日は無事に終わりと思っていた
のですが、シャワーを浴びに行こうとしたら何
か揉め事になりましたが、横浜カラーの口達者
な副長のおかげで無事にシャワーを浴びに行
けたので感謝しました。
3 日目は中間日で特別なことはしなかったせ
いか、すぐにジャンボリー大集会のある 4 日目
になってしまい、本当の本番になりましたが今
度はさほど緊張もせずに演技をすることがで
き、個人的には無事にジャンボリー大集会の演
技の締めには横浜カラーチームが適任だった
と思いました、この日でだいたいジャンボリー
の日程の半分くらいで 1 年生が自主的に行動を
するようになってきたので頑張っていたと思
います。
5 日目も中間日だったのですが、この日はと
ても忙しく神奈川のサブキャンプに演技をや
りに行きました、演技のお礼なのか分かりませ
んがかなりの待遇をしてもらい、またジャンボ
リーの新聞に自分の写真を載せてもらったの
で広報の人にも感謝しました、その後参加隊の
ボーイと触れあいを行いましたが、そこでビッ
クリな発言をされました、
「握手してください」
と言われたのでボーイからは憧れの対象であ
るということを知り、人前では羽目を外した行
動を慎むという事を再認識させられました、ま
た夜には演技隊で集まってスタンツをやるた
めに行ったのですが、終わった後になんか横浜
カラーチームだけ内容が低かった気がして穴
があったら入りたい気分でした。
いよいよジャンボリーは最終日を迎えたの
ですが朝っぱらから外国のサブキャンプらし
き所に行き演技をしましたが、炎天下の中のパ
レードのせいで皆疲れてだらけていたのが原
因で隊長に叱咤されてしまい、最終日なのに残
念な事をしてしまったと思います、けれどいざ
本番となると皆気を引き締めて本番に臨みま
した、ジャンボリー大集会同様に上手くいった
と思いましたが、閉会式ではまだまだ出番があ
り、今回のジャンボリーの主題歌をステージで
２回も歌うという大仕事が残っていたので悔
いが残らないように歌いました、この日で最後
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の後の祭りがありましたが、はしゃぎ疲れてい
たせいか後輩いわく白目で会議に参加してい
たらしいのでとても反省しています。
いよいよ横浜カラーチームも撤収の日にな
り、設営の苦労をまた味わうのかと思えば、朝
から徹営を始めた上に県央カラーチームの方
に手伝ってもらい暑くなる昼頃には全部終わ
りました、ボーイもいないので一部はだらけき
って体を焼いていました、こんなのをボーイの
人達が見たら失望すると思いました、無事にバ
スに荷を積み待ちに待ったプールに行き一時
的体の疲れを忘れ泳いだせいか、帰りのバスの
中は皆爆睡していました。
そして懐かしの横浜に着いたときは雨が降
っていたので少し寒かったですが、荷出しがあ
ったので雨の中働きましたが最後の仕事なの
で皆要領良くやっていました、解散場所に着い
た時は来た時同様に解散する実感の湧かない
まま解散しました。
最後に今回のジャンボリーで強く感じたの
は自分一人では何もできないということ、駄目
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な先輩と一緒に演技をしてくれた後輩など書
いたらキリが無いほどの人に支えられジャン
ボリーをやっていることを再認識しました、ジ
ャンボリーに行くに当たって協力してくれた
リーダーやお金を出してくれた親にはとても
感謝しています。
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Ⅲ．スタッフ 感想文

上班：横浜第 95 団

豊福

崇裕

今回の１４ＮＪを終えて、率直に感じたこと
は、本当にあっという間の２ヶ月間だったとい
うことである。上班に就任してから様々なこと
があった。演技の曲を考えたり、なかなか活動
に参加出来ないスカウトとじっくり話をして
みたり、時には先輩に怒られたり…。本当にい
ろんなことが起きた。なかでも特に印象に残っ
ているのは、やはり演技のことである。今回の
１４ＮＪ参加スカウトはかなり少なく、演技を
完成させるためにはインスト・隊付すらも動員
しなくてはならなかった。ひとりでも欠ければ、
私たちの「情熱大陸」は絶対に完成しなかった。
実際、事前活動のあいだに全員が揃うことはな
く練習もなかなかはかどらなかった。また、今
回は現地に行けるスタッフの人数もかなり少
なかったため、それぞれがかなり責任ある役職
に就いていた。そういった点からも、私たち、
ひとりひとりがカラーチームを作りあげてい
たことを強く実感し、まさにかけがえのない
「仲間」であることに気づく。そして、そうい
った「仲間」をまとめる上班として今回のＮＪ
に参加できたことは大変嬉しく、そのことによ
ってボーイスカウトにおいてだけではなく、人
として大きく成長するきっかけとなるだろう。
また、上班としてスカウトと常に接していて
感じたことは、このＮＪをきっかけにスカウト
が大きく生長したということである。１年生は
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先輩に指示されたことだけでなく、みずから考
え行動できるようになった。２年生はただ１年
生に命令するのではなく、１年生の様子を見な
がら適格に指示を出せる様になった。また、全
体を盛んに盛り上げようともしてくれた。３年
生は演技面だけでなく、部活や委員会といった
生活面においても大いに下級スカウトをリー
ドしてくれた。ＮＪに参加することによって、
これだけ顕著にスカウトの成長を間近に見る
ことができ、本当に嬉しく思いこれからの彼ら
の活躍に期待してしまう。
最後に、私は本当に頼りない上班であったに
もかかわらず、最後まで付いてきてくれたスカ
ウトに、また常にサポートしてくれたスタッフ
の皆さんに、そして私たちの演技やパレードを
見て応援してくれた全ての人に感謝したい。上
班として、スカウトに自分の気持ちをどこまで
伝えられたか分からないが、１４ＮＪを通じ、
彼らのこころになにか残るものがあったなら
ば、それだけで大変嬉しく思う。

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ；横浜第 19 団 高野

雅志

私にとって今回の１４ＮＪというものは、ジ
ャンボリーへの３回目の参加となりました。１
回目は１２ＮＪので、２回目は１３ＮＪのに、
そして、今回１４ＮＪに参加しました。 私は
こんなにも日本ジャンボリーへの参加の機会
に恵まれとても嬉しく思っています。また、参
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加の機会と共に渡したジャンボリーに参加す
ることを支援してくれた家族や原隊の方々を
初め多くの方に感謝しています。
以前２回のジャンボリーでは、ボーイ隊のス
カウト、カラーチームのスカウト、としての参
加でしたが、今回は少し視点が高くなってカラ
ーチームのリーダーとしての参加です。リーダ
ーとは言ってもスカウトと同じ立ち位置から
ほんの少し背伸びをしたぐらいのモノしか見
えてなかったのかもと思います。でも逆にその
ことでスカウトと同じ気持ち、楽しさ・喜び・
苦しさ を少しでも共感できたのではと思いま
す。また、同年代の友人もおり 非常に心強か
ったです。また、リーダーの中でも先輩・後輩
のリーダーがいたことも大きな助けであった
と思います。
今回の１４ＮＪでの私の担当は食材関係で
した。くだいて言うとＮＪ期間中の食事以外に
必要な食べ物・飲み物の管理です。 至らない
点・反省点など多々ありましたが、自分の中で
は大変貴重な、大きな仕事ができたと思ってい
ます。 期間中 スカウトに おやつを充分に提
供したとき、喜ばれることが嬉しかったです。
しかし、反省点を大雑把に言ってしまうと、購
入した品物が多すぎて、大量に余ってしまいま
した。無駄な金額を使い込んだ立場で言えるこ
とではないのですが、「食材が足りないよりは
余っていた方が心の余裕がある」と考えてしま
いました。 次のこのような機会はもう２度と
ないと思うのですが、今後このようなことがあ
ったら、同じ過ちを繰り返さず、反省を糧によ
り改善していくことを常としたいです。
ＮＪ期間中、私は水分補給の準備や食事（間
食・軽食）の準備のため、演技の練習には多く
参加しませんでした。準備の最中、演技の練習
をしているスカウトや同年代のリーダーが延
期の練習に参加していない私のことをどう思
っているのかと心中 不安になることがしばし
ばありました。 しかし、みなが練習から帰っ
て、間食を食べ、安心した顔を見ると私も安心
を得ることができました。結局は必要なのは相
手を信じることであって、不安に思ってしまう
私はまだ相手を少し充分に信頼していないこ
となのではと思いました。
15

いろいろな物事をいろいろな見方で考える
ことは確かに必要なこのですが、先の不安に思
うことはいらない考え・心配であったのだと今
になって思い返ることができています。人と人
との信頼を暖かく、そして強く感じました。
今までの信頼をより強く確かに、そして新しい
信頼をもっと得ていこうと思いました。
今回の１４ＮＪでは、表記したこと以外にも
自分で気づいていない反省点や、良かった点な
どあると思いますが、まとめて とても貴重な、
楽しい、経験・体験 をさせてもらったと思っ
ています。
１４ＮＪ 横浜カラーチーム リーダーであ
ることが とても嬉しいです。

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：横浜第 35 団 喜納

彬光

今回訪れたのがカラーチームとしての初め
てのジャンボリーだった。
正直、感動した。今まで見たこともない数の
人たちを前に、カラーチームが演技している姿。
感動して、全行のおじさんに怒られながらシャ
ッターを切った。感動してたらピントが全然あ
ってなかった。普段ならありえないことだけど、
演技が終わるまでの記憶すら曖昧だ。
二ヶ月間、陰ながら支えてきたリーダーにと
ってはそういうもんなのだと思う。舞台から見
える観客をイメージして、彼らをあっと驚かせ
る演技をスカウトができるように、必死にそれ
ぞれが考えていく。四年前のＮＪにカラーチー
ムとして参加したリーダー達は、その時の苦労
も興奮も思い出しながら。僕はスカウトの時に
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見たＮＪでのカラーの演技に対する尊敬や憧
れを思い出しながら。それが僕たちリーダーの
原動力なのだろう。そしてその過去の思い出を
上塗りするように今年の演技が焼きついたか
ら、僕の記憶は曖昧なのだろう。
今本番前の写真を思いかえすと、こんなにも
顔つきが変わるのかと驚く。他の演技団体から
も刺激を受けたのだろう。観客の空気も伝わっ
てくるのだろう。そしてそれに答えることにプ
レッシャーを感じていたのかもしれない。ただ、
これから始まる演技に向かって集中する姿は
純粋で、見たことがない顔だった。みなとまつ
りとは違うその空気に、そしてその空気を知っ
ているリーダーの熱意がそうさせたのだろう
か。そんな彼らの成長っぷりを見ていると、自
分もスカウトの頃に演技に参加しても良かっ
たかもしれないとも思う。
ＮＪも終わり、反省会も終わり、気持ちは次
のジャンボリーに向けて動き出している人も
いるだろう。
四年前今年四年後。
僕にとってジャンボリーとは、四年に一度の
集大成を見せつけてやる場である。四年前から
のリーダーの思いを感じることができた今年。
次は四年後。その為には、まずみなとまつりに
向け毎年新しいことを挑戦していくのだ。四回
あれば一回ぐらいは手ごたえをつかめること
が見つかるかもしれない。それをジャンボリー
のあの熱い舞台に持っていく。毎年行事と、四
年に一度の行事。この二つがあれば、カラーチ
ームはいつまでも新しくなれる。
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ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：横浜第 79 団 中井

佑亮

今回の１４NJ はインストラクターとしての
参加となりました。春の活動で上班をつとめ、
その後の活動でした。幸か不幸か、今回は人数
が少なかったためにインストラクターも演技
に入ることとなり、僕もスカウトと同じ演技を
しました。
僕は１年目の活動以来２年のブランクが空
いていたため、フラッグの演技に関してはほぼ
知識がありませんでした。というのも、ここは
こうすべきだといったような人から聞いた知
識だけで、自分が身をもって学んだものがなか
ったからです。
そういうわけで、今回の活動はリーダーには
なかなか気付きづらいスカウトの辛いことや、
分からないことが浮き彫りになったような気
がします。
細かいことを上げていくとキリが無いので
すが、特にスカウトにとって辛いことは、自分
の声が届かないということ。もちろん、声が出
ないとかそういうことじゃありません。リーダ
ーに自分たちの声がなかなか届かないという
ことです。それは、水が欲しいだとか、休みた
いなどという甘えから来る提言ではなく、もっ
とこうすればいいんじゃないですか、ここをこ
う変えればもっと効率的ではないですか、とい
ったような向上性のあるものです。
もちろん、リーダー１年目の僕としても経験
の無いことではありませんでした。たしかに、
先輩方ほど多くの経験もつんでいないし、知識
もあまり豊富ではありません。２年のブランク
があった僕だからそれはなおさらです。でも、
自分がまじめに考えて、これがいいと思った意
見を却下されるのであれば、却下されるだけの
納得できる意見が欲しいと思うのは当然です。
このような意見をスカウトから聞くことは
簡単そうで大変困難です。しかし、このような
スカウトたちの意見をないがしろにすること
なく、しっかりと一意見として取り入れていく
ことが今後の反転に大きく影響するのではな
いかと思います。カラーチームにおける現場は
スカウトの活動に他ならないのですから。
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さて、暑い熱い１４NJ も終わりを迎えました。
今年はまだまだ忙しく、秋活動も続きます。今
回の活動は、これから活動を続けていく上で大
きな礎になったと思います。今回の活動で得た
ことは、きっと何百回の話し合いにも勝るもの
だと思います。これをこれからどう活かしてい
くのかが、これからの大きな課題だと思います。

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：横浜第 79 団 山内

賢輔

僕は、今年カラーチームをやって色々な事を
思った。自分にとっては就職が決まって最後の
カラーチームだったからだ。今年はみなと祭り
で終わりにしようと思っていた。
なぜなら、就職の準備などで全然出れないか
らだ。結果、練習にはあんまり出れなかったし、
自分ではみなと祭りで終わらせればよかった
と思った。今年のカラーチームはなんだか、
色々ありすぎてあんまり楽しめなかったと思
う…ジャンボリーはリーダーとスカウトの出
欠も悪く、準備も遅かったし…見ていていそが
しすぎたと思う。自分はジャンボリーは出てな
いので感想もあんまりない。どっちかというと
外から見ているほうだった。
最初の合宿ではただご飯を作っていただけ
だし…自分は役割を決められていなかったし、
何をやったらいいのか正直分からなかったし、
他を手伝うにしても会議にでていないので何
をやっているのかも分からなかった。自分的に
はあのポジションは辛かった。みんなとも活動
になると距離があったし、１人浮いているよう
な感じだった…正直悔しかったと思う。最後の
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カラーチームとして後悔が残った。みなと祭り
でもインストとして悔いがあった。それは、ス
カウトの気持ちを工面してあげれなかったし、
全員を感動させられなかったと思う。自分的に
は後悔ばっかりだ。今でもみなと祭りでの三年
目のスカウトの言葉が忘れられない…ずっと
考えていてた。就職して、もしまたカーラチー
ムをやれる機会があったら今度は自分で後悔
しないように頑張りたい。今までお世話になり
ました。これから働いてもこの経験を活かして
頑張りたいです。

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：横浜第 95 団 菅

和成

自分は今年の NJ にはカラーチームインスト
ラクターとして参加しました。
4 年前にはカラーチームスカウトとして参加
しましたが、カラーチーム 1 年目で、右も左も
分からないうちに参加したので、「楽しかっ
た。」以外のことをあまり覚えていません。
立場は違えども、再びカラーチームとして参
加という事で今度はしっかりとどんな NJ だっ
たかを記憶に留めておこうと思いました。
自分は春の活動には参加しなかったので、メ
ンバーも多少変わっているし、NJ ということで、
皆全力でやらねばならないのでそれについて
いけるかなど、正直不安はありました。しかし、
中に入ってしまえば皆快く接してくれて、気づ
けば自分も全力で突っ走っていました。
そんなこんなで事前活動もあっという間に
過ぎ、NJ に行く日がやってきても全く実感がわ
かない自分が居ました。
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実際に行ってみると、石川県能登半島は灼熱
地獄…これで約一週間暮らすのか、と先が思い
やられます。陽射しがとても強く、一日で皮膚
が真っ赤になりました。ズボンの裾や、シャツ
の袖周りにくっきりと境目が…
現地では以前に他のイベントで知り合った
他県のボーイスカウト友達も多く来ていて、何
人かとは話す機会もあり、これも NJ の醍醐味
の一つだと実感しました。
人数調整のおかげで自分もリーダーではあ
るけども本番演技に参加する事になっており、
インストの業務をこなしながら演技を覚えな
ければならないのは中々しんどい事もありま
したが、そこはスカウト 5 年目の気持ちで何と
か必死に頑張りました。
当日になって急に、MC をやるチャンスが。
結構複雑な状況でしたがやれるのならやって
みたいと思い立候補し、なんら抵抗無く自分が
やる事に。大集会、閉会式と出番がありました
が、どちらも詰まらずに話せたので自分的には
大満足でした。意外に緊張せずにこなせました。
他の演技団体とも交流があり、自分達だけで
は浮かばなかった幾つかのインスピレーショ
ンももらいました。
とまあ一週間という普段なら短いと感じる
期間の中で、とてもではありませんが書ききれ
ない多くの出来事を体験できた 14NJ。
終わって
から思うことは、「参加してよかった」の一言
に尽きます。
4 年後は社会人 2 年目という立場(順調に行け
ば(笑))なので、参加できるかは分りませんが、
何かしらで 4 年後の NJ にも参加できるように
今から頑張りたいと思います。
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ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：横浜第 103 団

池田

敬人

自身 3 回目の第 14 回日本ジャンボリーを迎
えるにあたって、昨年頃から自分の中で、来年
はジャンボリーの年だという心の準備はでき
ていたはずで、大きく構えてジャンボリーを迎
える予定だったのだが、結局そういう訳にはい
かず、みなと祭り後の約 3 ヶ月間は慌ただしく
過ぎ去ったように思う。ひたすら基礎をやるこ
とに時間を費やした 6 月、演技を覚えていった
7 月、そしてジャンボリー本番の 8 月、すべて
に大変だった思い出がある、でも本番が終わっ
た今、振り返ってみると、結構あっという間だ
ったりするのが不思議な感じがする。事前活動
にはほとんど出ていて、演技もほぼ完成に近く、
あとは現地の練習で万全を期して本番に臨む
はずだったが、そこで単純なミスを連発し、リ
ーダーであることを忘れる位焦った。実際に本
番で演技を間違え、自身おそらく最後になる演
技に苦い思い出を残すことになってしまった。
でも、演技全体の評判は良かったようで、全体
行事部の方や、VＩＰの方も名指しで誉めてい
たそうなので、それはそれでよかったんじゃな
いかと思う。
会場になった石川は、話に聞いていた通り星
がよく見え感動的で、流れ星も頻繁に見ること
ができた。また我等の全体行事部のサイトはア
リーナに隣接していて、移動も楽で、4 年前と
は大きな違いだった。
自分の野営担当としての仕事では早々に初
日の設営で段取りがうまく行かないのもあっ
て、スカウトを日射病寸前に追い込んでしまっ
た。また計画段階でサイトの雨対策に頭を悩ま
されたが、幸いにもずっと晴れて、雨は一滴も
降らなかった。その代わり暑さがひどく、1 日
2 回はシャワーに行く必要があったが、出るの
は冷水で、昼は良いが、夜の涼しい時間に浴び
るのは覚悟を決める必要があった。
以上のような過酷な１週間を送ったにもか
かわらず、ジャンボリーが終わり、感想文を書
いている今でも、むこうで過ごした時間がまる
で現実味のない一時の白昼夢だったような気
がする。自分 1 人の力では到底達成できない出
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来事がこの 1 週間の中に凝縮されている。これ
からの人生で何回あるかわからないが、同じよ
うな感動と達成感をできるだけ多く味わいた
いと思う。

副長補：横浜第 20 団 田原

雅浩

私にとって第 14 回のジャンボリーが始まっ
たのは 4 年前の第 13 回日本ジャンボリーの閉
会式だった。4 年後も絶対にジャンボリーに行
きたい。4 年前のジャンボリーに私はカラーチ
ームの隊付として参加をし、演技に出ながら飲
料の確保や旗持ちなど 1 年生リーダーとして行
っていた。朝から夜遅くまで動きまわって閉会
式の本番前に涙したことを覚えている。
「4 年後
に石川で会おう！」このときから今回の第 14
回日本ジャンボリーへの道が始まった。
4 年間は長いようで、短くあっという間に過
ぎていった。しかし、この 18 歳〜22 歳の 4 年
間の大学時代、私は日々何か目的を持って行動
することができたと思う。カラーチームでリー
ダーを行うこと以外にもローバー活動やボー
イスカウト以外のことも目的を設定し行って
きた。
今回のジャンボリーで私は演技・全体行事部
との渉外などを担当した。他の演技グループで
は隊長や何回もジャンボリーを経験した指導
者が行うような役割で、とてもやりがいもある
がプレッシャーのかかる大変なものであった。
この役割を 4 年前私ができただろうか。自分で
もできないと思っていたに違いないし、きっと
他のリーダーもそう思っていたと思う。この 4
19

年間で自分は成長できた。小さな目標の積み重
ねが自らの経験と力になり気づかないうちに
自分を成長させてくれたのだと思う。
ジャンボリーの事前訓練、最初は 6 月に合宿
を行った。集合をしてみると、スカウトは 4 人
だけ、土曜日で学校もあるとはいえこれではと
ても練習にならない。今年はただでさえスカウ
トの人数が少なく本当にジャンボリー大丈夫
なのだろうかと心配だった。7 月の後半になり
スカウトたちは夏休みとなり、平日は毎日のよ
うに練習だった。毎朝 6 時に起き 7 時に家を出
て 7 時 30 分までに日産スタジアムへ向かう。
まるで会社に出勤しているかのような一週間
だった。終わってみてから考えれば、あれほど
毎日毎日集まってジャンボリーという目標に
向かって後輩たちとがんばることができる、あ
の時間は貴重な時間だったと思う。就職をして
働くようになれば、そんなことはきっとできな
い。チームの雰囲気を作るうえでもあの事前訓
練はとても重要だった。
いざ石川県珠洲市に向かい 9 月 2 日 10 時カ
ラーチームは 14NJ 会場に到着した。予想はし
ていたが、「暑い」コンテナから資材を運ぶの
にものすごく時間がかかった。元々長期のキャ
ンプを快適に過ごすため資材は多かったのだ
が、設営し終わるまでに約 5 時間かかってしま
った。
カラーチームとしてジャンボリー最初の役
割は開会式を演出すること。リハーサルは各隊
リーダー緊迫をしていて緊張感あふれるもの
だった。私自身もこのリハーサルでは厳しく指
導をした。本番成功させるために私が出来るの
はリハーサルまでだからだ。本番はひたすら見
守ることしか出来ない私にとってリハーサル
はリハーサルではなく本番だった。
練習を重ねてきた情熱大陸はジャンボリー
大集会で初披露となった。ジャンボリー大集会
の終盤いよいよ 2 万人の前で情熱大陸を披露す
る。ジャンボリー大集会ではスカウトにもあま
り言っていなかったが、バックのスクリーンに
カラーチームの練習中の写真などで作った背
景映像や演技を引き立たせる照明効果、そして
最後の決めに合わせて銀テープを飛ばした。今
まで演技に映像つけたら面白いとか最後の銀
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テープでドカーンとか夢のように語り合って
きたようなことを実現することが出来た。全体
行事部の方の大きな協力があって実現できた
ことだと思う。全体行事部の真名子さんとも
「うまくいきましたね！」と喜び合うことが出
来た。大変感謝しています。
期間中は毎日の国旗掲揚パレードと中央掲
揚式、表敬訪問などとても忙しい日々をすごし
た。会場内を移動するときは基本パレードを行
っていたが、何人の人からカメラを向けられた
か分からない。「すごい」
「かっこいい」という
声を何度きいたか分からない。横浜の旗を持ち
堂々と歩くスカウトたちの横を歩きながらと
ても誇らしかった。
ジャンボリー4 日目の夜には演技グループの
交流会を行い、私は富山スカウトバンドのリー
ダーにドラムのマルチを教えてもらい、こちら
からはフラッグの動きを教えて演技をした。ス
カウト同士も友情を深め会えたと思う。そのほ
かに期間中演技以外に印象的だったのはジャ
ンボリー大集会でのフラワーロード作りだっ
た。演技グループのスカウトたちが力を合わせ
花壇で花の道を作った。この作業をしている様
子がとても良かった。何を言っていたのか良く
分からないが、とにかく元気いっぱい「次は赤」
とか「ラスト！」とか言いながらみんな疲れて
いるのにいい顔をしながら作業をしていた。こ
のチームワーク、勢いがカラーチームの良いと
ころ、県央や富山、静岡のスカウトと共に汗を
流して作業をするスカウトたちが頼もしく見
えた。作業を依頼していた地元の教育委員会の
方も当初予定していた時間の三分の一で作業
がおわり、この暑いなかこんなに元気なスカウ
トたちに大変感心していた。
ジャンボリーも最終日となりいよいよ閉会
式、サイトを出発し行進していくスカウトやス
タッフたちの後姿を見ながら私はいよいよ終
わってしまうジャンボリーに寂しさを感じて
いた。本番前本当にみんないい顔していた堂々
と胸をはり自信を持った顔、最後の本番を迎え
るスカウトたち。4 年前のこのとき私は今回の
ジャンボリーに絶対行くと決めたんだった。今
回のスカウトやスタッフが全員 4 年後参加でき
るわけがない。しかし、これからのカラーチー
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ムや 4 年後のジャンボリーを支えていくのはき
っとこのなかの誰かだ。誰かがやらなきゃ簡単
にカラーチームはなくなってしまう。カラーチ
ームはいつでも順風満帆に行えているわけじ
ゃない。いろんな問題があり、支えるスタッフ
がいなければ出来ない、もちろんスカウトがい
なければ出来るわけがない。今回の人数も演技
が行えるぎりぎりの人数だった。ジャンボリー
が始まる約 7 ヶ月も前から人数の問題など抱え
てきたことを思い今回のジャンボリーをきっ
かけにスカウトを増やしたい、そして、今いる
スカウトたちはなるべく継続して、ベンチャー
が終わりローバーになったときにはスタッフ
になって一緒にカラーチームを支えてほしい。
と思ってきた。本番を迎えるスカウトたちを見
ながらそんなことを感じていた。そして、本番
演技はもう最高だった会場からは手拍子、そし
て情熱大陸を口ずさむボーイのスカウトたち
そして大きな拍手。思わずガッツポーズをした。
そして、今回のジャンボリーはこれだけじゃ
終わらない。大会歌合唱ではステージ上にのぼ
り会場を盛り上げ、最後のファイナルコンサー
トのアンコールで大会歌を歌うときには演技
グループ約 80 人がステージ上で大いに盛り上
げた。やっぱり日産で練習してよかった。めち
ゃめちゃ笑顔で盛り上がるスカウトたちをス
テージ脇でみながら本当にジャンボリーに来
て良かったと思った。
私には自慢がある。熱い思いをもった後輩が
沢山いること。ジャンボリーで全国のスカウト
たちが見る演技を後輩たちと作り上げること
が出来たこと。今回の成功は多くの方々の支え
があってのこと、裏で支えてくれた人が何人い
るのか数え切れないほどだ。本当に幸せな時を
過ごすことができました。感謝します。
さぁこれからも Do My Best!
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副長補：横浜第 125 団

永松

令

まずは、今回 14ＮＪという一大イベントに僅
かながら奉仕させていただけたことに、
心から感謝しています。･･･そして助けられま
した。
ボクがＮＪの奉仕を申し出たのは、今から数
ヶ月前の５月３日みなと祭当日のことでした。
実はその頃、ボクは自分の進路に迷っていたの
です。昨年仕事を辞めてから本当に毎日が「迷
走」で、本当にやりたい事、夢中になって出来
ることを失くし彷徨っていました。
それから１年数ヶ月、季節は春になり、恒例
のカラーチームの季節になりました。
いつものように事前合宿を何度か見学させ
てもらい、みなと祭に向けて一丸となって練習
に励んでいるみんなを見て、ボクは気付いたの
です。
「このままでは自分は何も変わらない、何か
をやりとげたい。」
その時芽生えたこの気持ちは、みなと祭本番
を観て大きく膨らみました。
本番を終えたその日のうちに、今回の 14ＮＪ
への奉仕に参加したい旨を申し出ました。
ボクは仕事の関係で本番に参加することは
出来ないし、練習にもあまり顔を出せません。
しかしそれでも構わない、僅かな事でもいいじ
ゃないか。ＯＢとして、今の自分に出来る精一
杯のことをやってみよう。自分のために、後輩
たちのために。そう決めたのです。
それは正しい選択だったと思います。
本当に僅かな奉仕でしたが、それでも僕の中
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で忘れかけていた何かが見えてきた気がしま
した。迷いが完全に消えたわけではありません
が、一つ道筋が見えてきたような気がします。
ボクは現役時代から現在まで、カラーチームの
一員として長期に渡って関わってこられた事
に感謝しています。そしてカラーチームを誇ら
しく思います。
今後も機会があれば、僅かではありますが奉
仕をさせていただければと思います。自分を育
ててくれた「家族」のようなところ、そして先
輩達が長年築いてきた集団を後世に伝えてゆ
くために。
いずれスカウトたちがカラーを巣立ち、社会
で迷いや壁などにぶち当たるようになった時、
カラーチームを訪ねてみてください。そして、
汗水たらして練習に励むスカウトたち、スカウ
トを支えるために奮闘するリーダー達を観て
みましょう。全てのスカウトに当てはまるかど
うかは分かりませんが、そこに何かしら答えが
ころがっていると思います。
14ＮＪの話題にあまり触れられなくてすい
ません。でもＮＪ帰りのバスから降りてきたみ
んなの顔を見て、ボクにはなんとなく分かりま
した。･･･きっと最高の思い出になった事だろ
うなと。
今後の皆さんの活動に期待しています。

副長補：横浜第 133 団

生嶋

則明

14NJ 活動お疲れ様でした。
今回の活動には仕事の関係から殆ど参加す
ることができませんでした。ようやく練習を見
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に行ったのも 7 月末で、その時には演技も既に
完成していました。そこで演技を初めて見たの
で、観客の視点からカラーチームの演技を見る
ことができました。そこで思ったことは、カラ
ーチームは人をわくわくさせる演技をするこ
とができるということでした。去年までは副長
補として練習を指揮していたので、そのことを
認識できなかったのですが、今回の活動を通じ
て新たなカラーチームの素晴らしさを発見す
ることができました。
NJ でカラーチームの演技を見た人も私と同じ
考えを持ったのではないかと思います。NJ で得
たことを糧に今後も素晴らしい演技を作り上
げましょう。

ともだちになるために

思います。それを誇りに思い、務めを果たせた
事に感謝し、振り返り、足りなかった事は反省
し、それを礎（いしずえ）に、これからも自分
らしいスカウティングをおこなって行って欲
しいと思います。
私もこれまでスカウトやスタッフと共にい
られた事に心から感謝し、誇りに思い、これか
らの糧として行きたいと思っています。

どこのどんな人とも

人は出会うんだよ
きっとわかりあえるさ

ともだちになるために
同じようなやさしさ

人は出会うんだよ
求めあっているのさ

副長：横浜第 95 団

中村

友哉

☆今までであったたくさんの
君と君と君と君と君と君と君と
これから出会うたくさんの
君と君と君と君と

ともだち☆

ともだちになるために
一人さみしいことが

人は出会うんだよ
誰にでもあるから

ともだちになるために
誰かをきずつけても

人は出会うんだよ
幸せにはならない

☆繰り返し

副長：横浜第 79 団

佐久間 啓子

ジャンボリー、暑かったですね。そして演技
４チーム、みんな熱かったですよね。
それぞれが、楽しく、気持ち良く、元気に演
技ができて、それが全国から集まったスカウト
や指導者達の思い出の一つになる…。嬉しいこ
とですね。
多くの方々から『素晴らしかった』との言葉
を戴き、演技チームとしての使命を果たせたと
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私にとって３回目の日本ジャンボリーの活
動がスタートした。
１回目は 11NJ に奉仕隊スカウトとして参加
し、2 回目は 12NJ にカラーチーム上班として
参加している。そして今回の 14NJ にカラーチ
ーム副長としての参加で 3 回目だ。
今回は仕事の関係で夏休みがジャンボリー
期間に取れなかった為に事前活動のみの参加
となった。
事前活動だけに参加してジャンボリーには
参加しないのは意味が無いと思う人もいるか
もしれないが、私の中では事前活動に 1 日も参
加せずにジャンボリーのみに副長として参加
するほうが気が引ける。
このような状況の中で、はたして本当に事前
活動に私自身 100％のエネルギーを注いだのか
と私自身に問い掛けると決して 100％注いだと
は答えられない。
副長補の田原や上班の豊福と何度も徹夜で
演技作りを行ったり、仕事が無い日はセッショ
ンにも極力顔を出した。しかし、私の中では副
長としての達成感が少ないし隊やスカウトへ
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12 年前の 11NJ に、カラーチームの仲間たちと
GHQ(現在の JHQ)の万国旗掲揚の奉仕隊として
参加したことがジャンボリーとの出会いでし
た。その後、我々が毎年参加しているみなと祭
等での実績が評価され、12NJ よりジャンボリー
での奉仕が認められるようになりました。当初
は、全てが新しいことばかりで、先輩である県
央地区カラーチーム隊に本当にお世話になっ
たことを覚えています。それから 8 年。今回で
横浜地区カラーチームのジャンボリーへの参
加は 3 回目となり、いよいよ、自分たちらしさ
と奉仕内容がしっかりとまとまってきたとい
う安定感を感じます。これは、横浜地区カラー
チームの 25 年の歴史の中でも、誇るべき新し
い伝統の誕生といえるでしょう。
確かにみなと祭にも素晴らしいものがあり、
毎年多くのスカウトが感動を共有しています。
しかし、ジャンボリーの素晴らしさには、特別
なものがあると参加した皆が口にします。私も
今回、私なりに感じることができ、非常にすが
すがしい気持ちになりました。それは、4 年と
いうある一定の時間を空けた後に行なわれる
ために、そのときの自分を強く印象付けてくれ
るということです。ジャンボリーごとに、自分
の年代、身分、境遇、環境、責任、全てが変化
しており、そのときの自分で精いっぱい携わる
ことがそのときの自分を自分の中に刻み込む
ことができるのです。
これに気付かせてくれたのは、閉会式のとき
に見た、無心になって思いきり大きな声で歌う
副長：横浜第 95 団 高橋 道人
スカウトの満足感に満ちた笑顔でした。中学生
の少年の無我夢中に楽しむその姿が非常に印
2006 年夏、今年もまた 4 年に一度の祭典で
象的で、また同時に、自分が初めてジャンボリ
あるジャンボリーが、大盛況のもと、幕を閉じ
ーに参加したときの感覚を思い起こさせてく
ました。横浜地区カラーチームの活躍も、全国
れたのです。自分自身、大学 2 年でカラーチー
の多くのスカウトの心に深く刻まれたことと
ム初めてのジャンボリー参加に携わり、そのと
思います。この日まで多くの練習にがんばった
きは若さと時間を武器に、まさに 24 時間ジャ
スカウトのみんなはもちろん、それを取り巻く
ンボリーのために動いていました。大学院 2 年
多くのスタッフ、団関係者、ご家族などの多大
のときは、副長となり、ジャンボリーでのより
なる努力、およびご協力のおかげだと思い、深
安定した運営に奔走し、その責任感を楽しんで
く感謝いたします。
さえいました。そして今年、すでに就職し、家
このジャンボリーにカラーチームが参加す
庭も持ち、新たな環境で、新たなリーダーのサ
るなどということは、たった 10 年前まで全く
ポートをしていくという今までにない形で携
考えることすらありませんでした。現に私自身、 わり、ジャンボリー本番も仕事のため、2 日間
の貢献度も低い。何故だ？
答えは人それぞれ違うと思うが今ジャンボ
リーも終わり、よくよく振り返り考えて見ると
「責任感」を持って行動をしていなかったから
ではないかと私は考える。私がやらなくても田
原がやってくれるかな！？とか、私がセッショ
ンに参加しなくても誰かリーダーがいるだろ
う！！など自分の仕事やリーダー全員の仕事
から逃げていたと思う。スカウトや他のリーダ
ーに申し訳がない。
リーダーとしてスカウトの為に何をするべ
きかを考えて行動し、その結果で得られるリー
ダーとしての達成感と喜びを無くし、忘れてい
た。
ただ、今回、14NJ 事前活動にて「奉仕の精神」
が無くなっていた自分に気がつき、それを思い
出すことができた。
絶対に無駄にしたくない。
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の訪問だけというものでした。今までと違い、
縮小せざるを得ない環境に、ためらう気持ちも
ありましたが、今となれば、28 歳の自分を映し
出す非常に印象的なジャンボリーだったと感
じています。
多くの皆も、4 年も経てば、また違った環境
に身をおいていることでしょう。しかし、その
ときまたジャンボリーとともに時間を過ごせ
ば、きっとそのときの自分自身をしっかりと捉
え、そのときの自分らしい輝きを放つことがで
きるでしょう。そんな楽しみ方を感じるように
なり、ますます 4 年後が楽しみになるばかりで
す。

副長：横浜第 133 団

今野 雅英

ついに 4 年振りの、横浜地区カラーチームと
しては 3 回目の第 14 回日本ジャンボリーが終
わりました。
誰も怪我や病気に掛かることもなく、無事に
横浜へ帰って来られたことに何よりもホッと
しています。
皆さんがこのジャンボリーで託されたミッ
ションは、約 2 万人が参加するこの一大イベン
トのセレモニーに出演し、盛り上げ役になるこ
とで参加者の思い出に残るジャンボリーを演
出することでした。
このことは、事前オリエンテーションでも説
明があったと思いますが、全力を持ってこのミ
ッションを 達成することが出 来たでしょう
か？
別に難しく考えることはないと思いますが、
私からは皆さんは充分にこの目標を達成する
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ことができたと思います。
それはパレード中やステージ演技中に「かっ
こいい！」とか「すごい！！」といった声が参
加スカウトたちの口から出ていましたし、サブ
キャンプ訪問の際なども、色々な人が皆さんの
勇姿を観ては、感嘆の声を挙げていたことが、
何より達成出来たことの証拠だと思います。
このジャンボリーを終えて皆さんは、どんな
感想を持ったでしょうか？
私は幸いにも、前回に引き続き全日程に参加
しました。
今回は、前回・前々回以上に色々な経験を得
ることが出来たと思います。
何よりもステージやその周囲で、リハーサル
や練習をするスカウトたちの熱い眼差しとそ
の真剣な表情を見られたことは、本当にうれし
かったです。
私は、このカラーチームスタッフでしかジャ
ンボリーに参加したことはありませんが、参加
するたびに「次回参加の時にはもっとこうしよ
う」とか「ここはもっと改善しよう」や「これ
は次回もぜひやろう」といったことを毎回、次
回のジャンボリーに参加するのかどうかも分
らないのに、ついつい考えてしまいます。
次回は静岡県朝霧高原で第 15 回日本ジャン
ボリーが開催される予定で、今回以上に横浜地
区カラーチームはその活躍を期待されると思
いますが、今回参加した皆さんの中に、必ず次
回のジャンボリーにもカラーチームの一員と
して参加する人が居るはずです。
いま、このジャンボリーを終えて感じている
ことを、そしてその想いをぜひ 4 年後まで、忘
れずに居てほしいと思います。
また今回盛り上げ役の皆さんの原動力とな
った、この活動に参加したスタッフ・保護者・
地区関係者、そしてジャンボリーに参加したす
べてのスカウトに感謝したいと思います。本当
にありがとうございました。
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