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Ⅰ．はじめに

「第５３回みなと祭りパレード参加スカウト感想文集」発刊にあたって
隊 長
横浜第 95 団 吉岡 良一
三指
スカウトの成長を願いカラーチームのため多大なるご支援を頂きました保護者、原隊指導者、地
区役員、練習中お世話になった三ツ沢野外活動センター職員様、地域の皆様にこの場をお借りしカ
ラーチーム指導者を代表し厚くお礼申しあげます。
横浜地区カラーチームは今年２３期を迎えており、パレード参加とそのスカウト精神は 継承
され、また今後も受継がれて行くものと確信いたしております。
近年カラーチームの活動は春の「みなと祭り」秋の「インド祭」等があり ちかい と おきて
の下、通年活動として生活指導を重視した内容となっております。パレード関連では、スネアドラ
ムが新調され透き通るような音色でスカウトを真理に導いているかのように聞こえます。フラッグ
部門では、5 人 x 5 人の体系がとれ見栄えのする演技となりましたが、その裏では、フラッグ人数
にマッチしたドラム曲が必要となりローバースカウトにより新曲も導入といった時間のかかる作
業があり大変な労力と時間を要しました。また今期初めて導入した２泊のキャンプでスタートしベ
ンチャースカウトとしての本来の活動を目指した為、トータル練習時間が削減されましたが、その
分集中練習が出来たように感じました。
今期から参加した新メンバーは、２０名と全体の 2/3 を締めましたが副長、インストラクターの
熱の入ったスパルタ指導で相当のストレスを感じたと思いますが、それを乗越えてパレード参加に
いたりまた自分自身の成長をスカウト各人が感じていると思います。
５月４日、パレード翌日では、参加スカウトが原隊指導者を招いてのスカウト手作り昼食会とし、
原隊指導者に対しての感謝の気持ちも十分に表せ昼食会も大成功でした。閉会セレモニーでは、達
成感、充実感、感謝の気持、チームの仲間を気遣う気持、などが交差しスカウト、指導者は涙し解
散後も抱合い、互いを称え合いその余韻に浸っておりました。
今年もみなと祭り本番が大成功に終わりスカウトは一時原隊へ戻りますがまたあの感動を求め
て初秋より活動を再開いたします。
今後のカラーチーム参加スカウトの成長にご期待ください。
この感想文集は、スカウトの成長の記録です。是非ご一読くださいますようお願い申し上げます。
弥栄
2005 年 5 月 11 日
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Ⅱ．スカウト 感想文

カラーチーム２３期
悲しい時班
横浜第 58 団 瀬戸 若菜
今年、私は三度目の参加でした。活動での要
量はわかっていたので、何事にも対応が出来た
と思っています。そして、班長として後輩７人
の班員達を見てきました。それは生活面でも演
技面でも、指示をするように心がけてきました。
どちらにしても、先輩という立場は大変だと思
います。実際、演技の完成度を高めるために、
たくさん苦労しました。それでもやってこれた
のは二年目のスカウト達のおかげでもありま
す。カラーチームという団体生活の中では助け
合う事がとても大切だと感じました。５月３日
のみなと祭りが終わった今、私は現役での参加
が本当に終わってしまったんだと寂しく思い
ます。でも、満足のいく演技が出来て本当に良
かったです。これから私は、カラーの活動がな
くなって原隊の活動に戻りますが、カラーチー
ムに参加して学んだことを、原隊で活かしてい
きます。みんなで助け合う事は本当に大切です。

23 期みなと祭を終えて
悲しい時班
横浜第 20 団 小澤 隆
かたずけをしているときに、全員でやってい
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ても、かなず、あまる人がいました。そのあま
る人を、どうすればいいかが、もんだいかとお
もう。なにをすればいいかきいたときに、待機
するようにといわれたことがあったが、そのと
き、、、他のリーダーたちに自分達でさがせと言
われた事があったが、たいきと今言われたのに、
どっちかにすればいいかが問題だと、、、おもっ
た。今年は練習がきつくてたいへんでした、と
きにはれんしゅうときにハタが、、、まえにかか
ったりすることもあり、ときにはベレーとかが
ずれたりして、たいへんでした。
今年は練習がびみょうにハードでした。
後 半になって体 のたい ち ょ う が わ る く な
り、、、みんなに、めいわくをかけてしまいまし
た。本番前に練習のとき動きが違ったので、ち
ょっとおどろいた。本番前に他の演技をしてい
る人達が、

２３期を終えて
悲しい時班
横浜第 89 団 江越 大佑
今回、私はカラーチームに来る予定はありま
せんでした。しかし、申し込みの〆切が近づく
につれて前期で一緒に頑張った人たちに会い
たいという気持ちが強くなり、２３期カラーチ
ーム隊に出るに至りました。
私は今期ではドラム（太鼓）をやりたかった
のですが、土曜日に学校があったりして忙しい
ので、前期と同じフラッグ（旗）にしました。
私は２３期の活動の最初に来たとき、来てよか
ったと凄い思いました。なぜかというと、２２
期で同年代だった人が多かったことと、一年で
入ってきた人が多かったこと、そして上班がス
ガさんだったことです。スガさんは２２期の活
動で私のいたうみきゅー（海の休日）班の班長
だった人で、面倒見がとても良く大好きでした。
合宿がはじまると今までやったことがない
くらいハイマーク（もも上げみたいなもの）を
やったり、日に焼けすぎたりして色々と疲れま
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した。
本番では風邪を引いたりして頭が痛かった
りとハプニングが多かったですがなんとか頑
張れたので良かったと思います。
私はこの三ツ沢での皆との活動を忘れる事
はありません。良い思いでとしてずっと覚えて
いたいと思います。そして原隊ではカラーで培
った「やる気」というものを持ち帰り、普段の
活動やキャンプにつなげていきたいと思いま
す。

までは当然の事だと思いながらゆずりうけて
いましたが、徐々にそういうことをする理由が
わかってきました。やはりこれは目上の人への
敬意なんでしょうか。自分はそう思います。
とにかくこのような行為を原隊で活かして
いきたいと思います。まず目上の人への敬意、
そして一ヶ月間の地道にやった練習のように
コツコツするということですかね。報告書でも
何でもコツコツやっていきたいと思います。

カラーチームでしたこと 学んだこと
悲しい時班
横浜第 79 団 森澤 芳紀
はっきりいって、かなり手が痛い。合宿の初
日にドラムをやりたいとアンケートに書いた
ら２日目の合宿、インストに「シンバルは森澤」
と言われシンバルってなんだっけと考えたら
シンバルをみせられて、あぁこれの事かと思っ
た。別にやりたいドラムでもやりたくないドラ
ムでもなかったので、まぁこれでがんばるか、
という気持ちでいた。
あっというまに本番前の練習のようなパレ
ードの日になってしまった。はっきりいって音
があってなかった。他のドラムと音があうとこ
ろが自分は早かったり遅かったりと、はっきり
言ってなにやってるるんだ自分って感じで歩
き続けていた。一番きついのはやっぱりお客さ
んの視線だった。ああいう視線はもうあびたく
ないです。
それからはかなり真面目に練習をして、いつ
もシンバルを握るところが痛くなっていた。
徐々にほんの少しだけ青くなっていき、本番自
分の手どうなるんだろうといつも思っていた。
そして遂に本番、必死にがんばった結果、客
からの拍手が大きかったし、自分的には大満足
でした。
ところで、この一ヶ月間の合宿で自分が学ん
だ事は上下関係のきびしさだと思います。警護
は初日から使っていました。しかし進んで目上
の人の仕事を自分が変わりにやる（ご飯をはこ
ぶなど）ということはできませんでした。途中
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カラー
悲しい時班
横浜第 95 団 米澤 翔
僕は、今回がカラーチーム一年目だったので、
カラーチームについては なにもしらず、不安
だらけでした。さらに初日がキャンプだったの
でとても大変でしかもアテンハットやハイマ
ークの練習がとても大変でカラーチームに参
加しなければよかったなどと思いました。しか
し、とちゅうでやめるのもいやなので第２回合
宿や第３回合宿は少しいやいや来ましたが、小
机のじょうしまつりでへたなのはしかたがな
いとしてまちがえてしまったのがくやしくて
港まつりでは間違えないようにくいがのこら
ないようにしようと残りの合宿はしっかり参
加し、練習をしっかりしようとおもいました。
そして、残りの合宿はしっかり参加して５月３
日のみなとまつりに参加しました。しかし、本
番では失敗してしまいとてもくいが残ったの
で来年も参加しくいののこらないようにした
いです。あと失敗したとはいえ、合宿に参加し
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たときよりはとても演技がうまくなりました。
これは演技を教えてくださった。渡辺インスト
や、上班、隊付、練習に時間を多くつかうため、
ごはんをつくっていただいた、ほうしの方々、
いろいろなことをこうりょしてくださったリ
ーダーの方々のおかげです。本当にありがとう
ございました。

でしたが、次回やる機械があれば「自分から」
参加したいです。
原隊でカラーをやって活かして考えると僕
は、「仲間」がいいと思い、ボーイスカウト仲
間でしかできない事をしたいと思います。
学校などでは、あまりやらない事が出来るの
は、ボーイスカウトだけなので。僕は「ボーイ
スカウト」をやって又「カラーチーム」をやっ
ていて良かったです。

カラーチームの活動を振り返って
悲しい時班
横浜第 120 団 吉村 拓都

カラーチーム

in 悲しい
悲しい時班
横浜第 103 団 佐藤 元紀

僕の団は、カラーチームに強制参加でした。
一番最初は「キャンプ」でした。うちの班はグ
ランドシートがブルーシートに変わっていた
り･･･。
色々ありましたが、一番違っていたことはテ
ント自体が･･･テントじゃなかったことです。
班名のとおり、まじ悲しかいです。
一番最初のキャンプファイヤーの時は、まだ
他の団の人と仲良くなっていなかったのであ
んまりハッチャケていませんでした。
最終日のキャンプファイヤーは、とても仲良
くなっていたので、メチャクチャはしゃいでま
した。誕生日の歌（？）で自分の月じゃなくて
もグルグル回ってました。
カラーチームで学んだ事は･･･。人間関係や
上下関係、社会性などありましたが、一番はや
はり「チームワーク」だと思います。
約一ヵ月半ですが、一緒に練習をした仲間で
すし。
とにかく、僕は一番最初に書いた「強制参加」
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今日で３月からずーっと週末を費やしてき
た、カラーチームが終わってしまうのが、まだ
おわってしまったという実感が全くわきませ
ん。
思えば本番に向けてセッションを繰り返し
ていた日々もあっという間でした。
最初にカラーの合宿に参加したときから隊
付やら副長の方々に怒られてました。つま先上
げ、背筋をのばして、目線を上に向けて歩くと
いう基本の動きすらできないし自主練はしな
かった訳ではないのですが･･･。結局最後まで
豊福さんに「拓都、つま先上げろ！」と怒られ
てしまいました。）落ちこぼれですが、港祭な
んて大舞台に出られたのはインストやリーダ
ーの方々のおかげだと思っていますしカラー
チームに加わってパレードしたなんて、実のと
ころ今だに信じられません。遅いですが。
）
。
生活面では、たまにほとんど風呂に入れない
こともありましたが、楽しかったし、本番前日
までリーダーベルトを買うことを忘れていた
こと意外には、反省点はありません。
演技面では逆に反省点がたくさんありまし
た。ポールは最後の最後まで傾いていたし、本
番でも演技をするのが精一杯で、つま先や目線
をハッと思い出したときしか、ちゃんとできな
かったし、めりはりやポールの角度も意識はし
ていましたが、本当にできていたかは定かじゃ
ないです。セッションは辛かったですが、一生
懸命にやったつもりです。でも、今、思えば、
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流していた部分もあったと思います。
今回のカラーチームの活動で学んだ事は日
頃の練習の大切さです。本番パレードの特に前
半では、緊張して重大なミスを何度もしてしま
い、もっと家でたくさん自主練をしておけば良
かったと思いました。
一ヵ月半が、とても短く感じましたが、カラ
ーチームは楽しかったです。

23 期みなと祭を終えて
悲しい時班
横浜第 125 団 斉藤 友一
僕は、今年一年目の参加でした。活動の中で
一番大変だと思ったのは、本当に全部でした。
生活面では、みんなの料理を作ることでした。
ただでさえ料理が苦手なのに、たくさんの量を
おいしく作るのが大変でした。演技面で一番大
変だったと思ったのは、みんなとリズムをあわ
せることと、歩きながら演奏することでした。
でも、出来るようになるととても楽しく演奏す
る事ができました。それによって僕は、日々練
習の積み重ねが大切だと学びました。５月３日
のみなと祭り本番では、やることはすべてやっ
たつもりだったので緊張はあまりしませんで
した。何度かまちがいもあったけど、練習の成
果を出し切ることが出来ました。原隊で、日々
努力することを活かして生きたいと思います。

われら平和の騎士ぞ
正義のために
輝く朝の光

勇みて進む

ららら

そはわれらの希望のしるしなり

世界の友

共に力を合わせ

ららら
理想の峰を

いざ進め
目指して進め

大いなる我が父の
残せし跡を

慕いて進む

その真の道は
ららら

われらの行くてを明るく照らす

世界の友

共に力を合わせ
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ららら

いざ進め

理想の峰を目指して進め

最後のカラーチームを終えて
ティン班
横浜第 95 団 郷司 慎平
みなさんお疲れさまでした。三年間というの
は早いものでもう終ってしまいました。今年は
特にそう思います。始めの合宿は、九十五団の
野営場でキャンプだったので、班でのチームワ
ークはとっても良くなり、野外料理などの知識
も高まったと思います。それからは、ひたすら
三ツ沢で演技の練習ばかり…でも、やっぱり寝
泊まりすることが出来て、風呂にも入れる野活
は本当にサイコーに良かったです。でも、やっ
ぱり練習はつらいのであってあたり前のよう
になってしまいました。本番が終わって帰って
きた時は、なんか心がホッとしました。練習の
後は疲れてそれどころではなかったです。練習
の時、本番の演技の練習するのが、とっても遅
く本当に不安でいっぱいでした。でも、インス
トをはじめ上班、隊付の演技指導のおかげで
段々完成度の高いものをつくることができま
した。カラーチームの方は、移動したりするの
で、細かい指導の成果が充分に発揮されたと思
いました。やっぱインスト、上班、隊付などた
くさんのリーダーに支えられ、僕は、スカウト
最後のカラーチームが終えられて幸せです。カ
ラーチームでつくった友達、先輩、後輩は一生
ものです。これからも、大切にしていきたいと
おもいます。では、また……。ティン。
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でみなと祭りを終わらせることができました。
今回のカラーでは自分は、このカラーチーム
は応援してくれる皆のおかげで練習すること
ができる事と。１年、２年、３年で協力しあっ
て演技を高めていく楽しさを学びました。
この楽しさ、本番を終えた時の達成感、その
喜びを来年もなんらかの形で皆と共有したい
です。

二十三期を終えて…
ティン班
横浜第 103 団 吉住 篤

３年目のカラー
ティン班
横浜第 120 団 黒崎 翔
今回、自分はカラーチーム３年目で現役最後
ということもあり、最高の演技にしようとがん
ばろうと思いました。しかしその反面１年や２
年をちゃんと３年として引っ張ることができ
のかマジ不安でした。
風邪をひいてしまい皆から少し遅れて合宿
に参加して、最初は皆、突然合宿に参加した自
分に対して対応に困っていたけど、話してみる
と共通の話題も多くあり、すぐに新１年生とも
うちとけることができました。
しかし小机当日にはなんとか間に合ったも
のの、自分としては満足できる演技ができなか
ったのでとても悔しく思いました。
そしてみなと祭りに向けて皆で練習を始め
ると、またしても去年にくらべて遅いペースで
進んでいることを感じて、不安とあせりからか
１年、２年な怒鳴ってしまいてきかくなアドバ
イスができていなかった気がします。
しかし本番が近づくと、どこか足りなかった
緊張感もでてきて、自主練習にとりくむなどし
て、遅れた分を確実にとり戻していきました。
自分も最初は１年にどうアドバイスすればい
いのかよく分からなかったけど、練習を重ねる
につれ、それもよくできるようになったと思い
ます。
本番では遅刻者がでるなどのハプニングも
あったけど皆とがんばった成果を十分に発揮
することができて、自分としては大満足の結果
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第二十三期横浜カラーチームとして今年も
いろいろな事を学び、二年目の先輩として一年
目の後輩を指導するなどをしていろいろな事
をやってきました。
まず今年はカラーはやる予定ではなかった
けど、普段の日曜はやる事がないので今年も参
加しました。
実際にやってみたら去年と同様ではなく、違
う見え方がして、その一例がセッションの時に
一年目を見てると何でこんな間違いをするん
だろうかと思ってしまうけど、去年の自分が恥
ずかしいというより申し訳なくなってきます。
今回のカラーチームを通して学んだことは
チームワークの大切さです、セッションの際に
ほとんどの人が出来ても一人でも失敗すると
それは成りたたないという事を実感しました、
なぜなら今年は二年目として一番後ろから広
い視野で見る事によって感じ取る事ができま
した
この第二十三期の活動が終わり原隊に戻っ
たら、自分が学んできたチームワークの大切さ
を教えて、培ってきた経験を駆使してこれから
の横浜弟百三団をさらなる発展に導きたいと
思います。

カラーチーム隊をやって
ティン班
横浜第 20 団 木村 勇貴
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私が、カラーチームに入った理由は、カブ隊
の時、パレードに来て、フラッグとドラムをや
っている先輩を見てカッコいいと思ったから
です。特に、フラッグをやっている人が一番良
かったので、私もベンチャースカウトになった
ら、「フラッグをやらう」と思いました。
実際やってみると難しくて、たいへんでした。
生活面上のルール、上下関係など出きて当たり
前の事ですが、これが私にとって、演技より、
一番たいへんでした。恐そうなリーダーが、た
くさん行て挨拶する時が、一番やりにくかった
です。
小机城址での、パレードでは、始てで、すご
く緊張しましたが、演技は失敗しなかったので
すが、ビデオを見たら、細かいところやメリハ
リがまだ、汚かったと思います。
みなと祭では、小机城址以上に緊張してしま
い、失敗が多々ありましたが、細かいところや
メリハリ、基本姿勢は、きれいに出来たと思い
ます。
私は、原隊に、自分がカラーでやって来た事
やパレードをやっての感想などを後輩や先輩
に伝えたいです。
私の団の後輩は甘い所がたくさんあり、忘れ
物が多いので、私がカラーでの厳さを教えたい
と思います。これからは、カラーでやってきた
事を、活かして、原隊に役に立てるように、が
んばりたいと思います。

た。
５月３日のみなと祭本番では、本番に向けて
たくさんの練習をしたことを思い出して出発
したので、ほとんど緊張しませんでした。手も
練習をたくさんしていたのであまり痛くなり
ませんでした。スネア、シンバル、マルチやバ
スドラム２，３，４番ともよく合い、自分では
満足のできる演奏ができました。音を合わせる
ためには、やはり声がすごく大切になってきて
いると思いました。また、自分から、すること
を見つけることは、合宿ではとても重要だと思
いました。原体では、チームワークの大切さな
どを伝え、自分から仕事を見つけるようにして
いきたいです。

23 期みなと祭を終えて
ティン班
横浜第 79 団 武田 光平

カラーチームで学んだこと
ティン班
横浜 69 団 須田 建斗
カラーチームで、僕はバスドラム５番をやら
せていただきました。バスドラムは重いし４人
いたので最初は腰も痛くなり、なかなか４人が
そろわなかったけど合宿を重ねていくうちに
声を出して、指揮をよく見るようになり、どん
どんうまくなりました。
合宿でも、はじめは、あいさつやソングの時
の声が小さくて、やり直しをさせられたり自分
から行動ができずにいて、時間がかかっていた
が本番に近づくにつれてよくなっていきまし
8

自分が、カラーチームでやってきた事といえ
ば、マルチを叩く事と、合宿において、皆やリ
ーダーと協力して生活する事、そして自分の体
質管理などが、すぐ挙げられましたが、マルチ
を叩く事に関しては、指揮をみて、みんなと合
わせて演奏することさえ出来れば全てうまく
ゆくのですが、音楽再生プレイヤーでも無いの
で、細かいミスもありましたが、その点では人
間なので、フォローする事も出来ましたが、本
番のときは、さすがに機械がうらやましいと思
いました。
でも、次があったらもっと上手くやろうとい
う気がします。
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野活で生活する事に関しては、私は他の人と
何かをする事はあまり得意ではなく、好きな事
でも無いので、かなりの労力を必要としました。
でも、他の人ともっと上手く協力して、仲良く
できれば、それはとても楽しい事なのでしょう
が、私ににはそう上手くいかないので、あまり
役には立たなかったと思います。
自分の体調管理の事に関しては、始めのキャ
ンプ以外は、病気で休む事はなく、練習に支障
をきたす事もなかったので、多分上手くやれ、
問題なかったと思います。
この１ヶ月以上の期間と１５日及ぶ練習の
日々で、私が思った事、感じた事、それは、他
の人と何かをする、という事は、とても大変な
事だと思います、私がマルチをやって、最も感
じたのは、楽器をやるにしても、人との関わり
が、大事なんだと思いました。
料理を作ってくれた、いろんな人の母親や元
隊のリーダー達や、指導者の方に、とても感謝
しています、ありがとうございました。
僕がカラーで得た事を生かし、人との関わり
を大切にし、一周り成長した自分を見せたいで
す。

カラーチームの感想
ティン班
横浜第 125 団 小島 聡
僕が、カラーチームに入りたかった理由はカ
ブスカウトの時から見ていて、全体がきれいに
そろっていて、「カッコいいなぁ」と思ってい
ました。
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カラーチームの合宿が始まり、最初、フラッ
グを希望しようと思っていたが、ドラムもいい
なぁと思ってきたので、ドラムも希望し、ドラ
ムに決まりました。
近藤インストと、幸太インストとの面談で、
「バスドラムがいい」と言い、見事、バスドラ
ムに決定しました。しかし、バスドラムを持っ
てみると、「以外に軽いじゃん」と、最初の方
は、思ったが、ずっと持つとかなりつらかった
です。バスドラムの中では、一番軽いのに、始
めの方は、とても重かったです。
小机城址のための楽譜をもらい、練習してい
たのに、バスドラムがぜんぜん合わなくて苦労
しました。しかし、近藤インストの指導のおか
げで、だんだんとうまくなっていきました。そ
して、バスドラム内で、完成しました。しかし、
スネアやマルチなどと、合わせると、ただの雑
音になってしまいました。
練習に練習を重ね、なんとなく合ってきまし
た。そして、小机城址本番。近藤インストに、
「足をそろえるより、音を合わせろ。」と、言
われ、みんなと合わせられるように、努力しま
した。半分くらい歩いたところで、胸が痛くな
ってきました。でも、観客に拍手され「また頑
張るぞ。」と、いう気持ちになりました。パレ
ードが終わり、ほっとしました。自分的には、
なかなかの出来だったと思っています。
小机城址が終わり、今度は、みなと祭りに向
けて、練習をするために、新しい楽譜をもらい
ました。新しい曲のバスドラムの部分を見ると、
まわしの部分があり、バスドラム全員の心を合
わせないと出来ない部分なので、何回も練習し、
出来るようになりました。
ドラム全体の練習では、ほぼ完璧に出来るよ
うになってきました。しかし、フラッグと合わ
せると、リズムが狂ってしまいました。しかし、
家での練習などで、リズムが狂ったりもせず、
ドラムメジャーを見ることが出来てきました。
リハーサルの日、忘れ物をした人がいて、授
与式が出来ませんでした。しかし、本番当日に、
授与式を行い、チーム、チームリング、バスド
ラムを授与されました。
そして、本番５分前。チクサクコールをやっ
て、気合いを入れて、本番に望みました。本番
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中、小机城址と同じで、腕が痛くなってきまし
た。しかし、近藤インストに「疲れたなぁとい
う顔をするな。」と、いわれたので、がんばっ
て、笑顔を作りました。
本番が終わると、大きな達成感を感じました。
僕は、カラーチームをやって、バスドラムの
難しさと、大切と学びました。そして、原隊で、
きびきびした動きをして、後輩にカラーのおも
しろさを伝えたいです。

カラーチーム

まりの合図？！を叩くことの方が緊張しまし
た。フラッグもドラムの曲にあわせて演技をす
るので、すごくプレッシャーが大きかったです。
本番は外れたこともあったけど、自分としては
満足できました。パレードは３年目ということ
もあって、あとどれ位かなど把握できたので、
最後の方は気力をふりしぼって良い演奏をす
ることが出来たと思います。
３年間、カラーをやって本当に良かったです。
辛いこともあったし、やめようかなとおもった
こともあったけど、高校生活で１番頑張ったこ
とは部活とかより何よりもカラーです。
チームワークとか規律とかはカラーで当た
り前に学べます。やっぱり、カラー来ると何故
かシャッキッとします。それも大切だけど、そ
れ以上にいっぱい良い思い出が出来たことが
嬉しいです。あと、本当にたくさんの方々にさ
さえてもらっているから私達が活動できるこ
とが良くわかりました。
原隊ではもっと活動的に、カラーで学んだ規
律やチームワークを活かしてやって行きたい
と思います。
３年間ありがとうございました。

１・２・３・マイケル班
横浜第 73 団 丸山 春菜
２年目を終えて
去年から、今年は来ようと決めていたけど、
予備校があったり、用事があったりと考えてみ
たら休みがちになってしまうと思い正直、悩み
ました。でも、カラーやらない４月・５月は有
り得ないし今年は３年目でスカウトとしては
最後だから、参加しました。
班員の皆にはすごく迷惑をかけてしまって
申し訳なかったです。でも、皆、すごい頑張っ
てくれてたし、チームワークは良いし最高の班
だったと思います。
演技面では、今年もドラムでスネアドラムを
叩かせて頂きました。しかも、セクションリー
ダーとしてリズムをキープする責任あるパー
トをやりました。
１年目の時に、あまりにもテンポが合わなく
てセクションリーダーを出来なかったので、今
回は本当に集中して頑張りました。
正直、曲よりも２発だけのリムショットと始
10

１・２・３・マイケル班
横浜第 103 団 牛尾 亮介
まず初回の合宿が、キャンプだったのには驚
きました。しかし、野活では体験しないような、
班員と親しくなりやすかったと思います。今年
は、２年目ということがあり毎合宿では２年生
が主体となって、生活のことをやっていくこと
になったけど、最初の方はあまりできなかった
けど、だんだん回を重ねるほどに主体となって
できるようになりました。班長が来れないこと
があり、班長の代理を何回かすることがありま
した。とまどいも多く班長としてしっかりでき
たかわからないけど、貴重な体験をすることが
できました。
演技面では、初めの方にハイマークが多くて
大変でした。小机の時の演技は、まったくそろ
ってなく港祭り本番もこのままでは、かなりヤ
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バイと思っていました。なのに、本番直前にな
っても緊張感がなく上班やインスト等に注意
されてしまったのが悪かったです。去年の経験
を基に１年目の人を教えるのは、難しかったけ
ど、去年の自分を思いだしました。本番では、
去年同様道の幅が変わるのは、演技をしにくか
ったです。今年は、とても暑く去年以上に距離
が長く感じたけど、自分では、最高の演技がで
き達成感がかなりあり今年の港祭りは去年よ
り楽しむ事ができました。
今年のカラーチームを通して、学んだことは、
まず第一に全体の中心となってやるべきこと
を見きわめ指示のしかたです。次には、去年同
様で全体でまとまり１つの事にむかって力を
合わせることの大切さです。個人としてどんな
ときもメリハリをつけることも学びました。
原隊に戻ったら、上に書いたようなことを忘
れず実践して、後輩にも上手に伝えて隊そして
団での活動をよりよいものにしたいと思いま
す。
最後に、今まで支えてくれこのような経験の
場をあたえてくれた、隊長を始め副長、インス
ト、上班・隊付そして両親などいろいろなみな
さん本当にありがとうございました。

２年目の感想
１・２・３・マイケル班
横浜第 120 団 河越 ゆかり
２年目のカラーチームをやり始めたとき、部
活の春の合宿や試合、体育祭など色々といそが
しことがありすぎて正直、カラーに行くのがき
つかったです。でもカラーチームをやってみる
と昨年よりもみんなと話すことが出来たし本
番を終えてみると達成感を感じることができ
で嬉しかったです。
セッションでは１年目の人たちに教えたり、
注意をしたりしなくちゃいけなかったのに、た
まにしか出来なかったのが心残りです。もし、
３年目もカラーチームをやったらどんどん色
んなことを教えたりしたいと思いました。
カラーチームでは普通の人たちには経験で
きないものだと思います。知らない人たちが集
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まって演技をするにはみんなの心が１つにな
らないと出来ないことだから、チームワークの
大切さとか、また私は自分の意見を言うのが苦
手なのですが、どんどん言うことが大切なのだ
ということを学びました。
原隊に戻ったらみんなとの仲を深めて、また、
色々なことに挑戦していきたいと思っていま
す。
始めはきつかったけど最終的には２年目も
カラーチームをやって良かったです。

初参加
１・２・３・マイケル班
横浜第 69 団 樋口 幸次
今年は、初めてのカラーチームの参加となっ
た。
初まりは、原隊の隊長からのすすめからだっ
た。
カラーチームは、港祭で見たもの意外なにも
しらぬままキャンプの初日が始まった。
第一印象は上下関係が厳しいことだった。敬
語はあたりまえだが、人が少なく、時間が無く
なってきても、１年目のみを使い、人がたりな
いときは、自分の班で責任をもって終らせるの
ではなく、他の班から人をかりてくることに驚
きだった。
でもキャンプは忙しくとても疲れる日々だ
ったが、キャンプファイヤーなどは、大いに楽
しむことができた。
そしてキャンプが終り、練習に入った。初め
の方は家庭の事情によりキャンプいらい行く
ことができず、自分の楽器が決ったころには、
１曲目の方は、ほぼ曲になる定度までいってい
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た。
それ以来、セッションの時間を大切にしざる
おえなかった。
曲も分らず、見おう見まねでついていき、い
つのまにかの本番となってしまった。
本番が始まるギリギリまで緊張もせずに曲
の見直しをしながらの参加となった。
腕が疲れ、シンバルは重く、のどは乾き、で
も、拍手の楽しさ、ドラムの楽しさもあったせ
いか、思っていたより、短く感じられた本番だ
った。
このカラーでは上下関係はもちろん、なにご
とも楽しくやることも学んだと思う。これらの
ことを、原隊でいかしていきたいと思います。
教えたくれた人々や、班員、カラーチームを
すすめてくれた隊長、ありがとうございました。

カラーチームになって
１・２・３・マイケル班
横浜第 95 団 郷司 佑馬
ボクは、いつもあこがれていたカラーチーム
になる事ができました。ボクのあこがれていた
カラーチームとは生活と演技、盛り上がる所と
静かにする所、などのメリハリがあるカッコイ
イ隊だと思っていました。実際カラーチームに
なると、ボクが思っていた通り多くの所でメリ
ハリを感じました。特にセッションは休むべき
ところではしっかりと休み、アテン・ハットが
かかったら、しっかりと集中する所です。自分
が、そのメリハリを意識しながらやっていると、
とても疲れますが、それを見ている人には、ボ
クたちはカッコイイかなぁ！？とか思ってい
ます。
生活面では、年上の人に尊敬し、年上には必
ず言葉使いに気お付け、年上の人になるべく仕
事をさせないように自分なりに努力しました。
そのおかげで多くの先輩と仲良くなる事が出
来ました。これは原隊ではでいない貴重な経験
でした。また、同時に多く友人を作ることが出
来ました。その友人とは、ボクにとっては一生
の友人になりそうです。
セッションでは、生活面とのメリハリをつけ
12

１つの成功という目標に向かって、自分なりに
セッション以外でも努力をしました。
カラーチームで学んだことは多くあります。
例えば多くの他の団の人とふれ合い、協調性を
身に付けることができました。また「あいさつ」
を意識して、知らない方でも多くあいさつをす
ることができました。あいさつは仲良くなるき
っかけを作ってくれる大切な事だとおもいま
した。
原隊に戻ったら、カラーチームで学んだ「あ
いさつ」「メリハリ」
「協調性」を自ら実践し後
輩に伝えていきたいとおもいます。また原隊の
リーダーにも、カラーチームで自分はこれだけ
変わったんだ！！ってことをアピールしてい
きたいです。
またこのような貴重な経験をさしてくれた
親や原隊のリーダー、奉仕の方や、インスト、
上班・隊付、カラーチームのリーダーに感謝の
気持ちでいっぱいです。

カラーチームを三年間振り替えって…
ジャンガジャンガ班
横浜 79 団 岸 拓磨
私はカラーチームを三年間やってきて、原隊
ではなかなかできない経験を色々としました。
特に今年は三年目なので『班長』という大きな
役目も経験しました。去年まで私は班長を頼り
にしすぎていました。いざ自分が班長になって
みると、最初の方はうまく班員をまとめること
や連絡事項を伝えられないなどの初歩的なミ
スをよくしていました。今考えてみれば去年の
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班長もこんなに大変だったのかと思っていま
す。まだ決めてはいないですが、そのまま来年
カラーチームを続ければ上班・隊付になるので
参加することができれば今年よりも、もっと大
変になるので生一杯やらせていただきたいで
す。
最後になりましたが、カラーチームを支えてく
ださいました、リーダー・インスト・上班・隊
付、そして料理等で奉仕をしてくださいました
各団のリーダー・保護者の皆様、本当にお世話
になりました。心から感謝を申し上げます。ま
た来年のカラーチームもどうかよろしくお願
い到します。

二年目のカラーチーム
ジャンガジャンガ班
横浜 95 団 泉 龍太郎
僕は、今回の 23 期カラーチームに二年目と
して参加しました。最初の合宿はキャンプで初
めて会った班のみんなと飯作ったりするのは
少し心配だったけど、なんだかんだで打ちとけ
ていました。ドラムは、希望したスネアドラム
じゃなかったけれど、やりがいのあるマルチタ
ムをやりました。たたくのが多くてしかもかな
り重かったから、かなり疲れたし難しかったで
す。本番はかなり暑くて大変だったけど、すご
い充実感がありました。
毎年カラーチームに来ると、規律の大切さや
上下関係の大切さを再認識します。それだけで
はなく、やりとげたという達成感や充実感をあ
じわえます。そして、同年代の他団のスカウト
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との交流ができるという点が僕にとって大き
いと思います。カラーチームに来るふだん会う
ことのな他団の人と親しくなれるしそれをき
っかりに、すごく、ボーイスカウトとしての視
野が広がると思うし、アワードや合同キャンプ
なども企画できるようになると思う。それてボ
ーイとしてじゃなく普通に友達として遊んだ
りするようになるから、僕は他の人にもカラー
チームに参加してほしいと思います、

Ｍｙ感想文２
ジャンガジャンガ班
横浜 92 団 浦田 直也
カラーの最初の印象は軍隊でした。きつくてき
つくてしんどくて何回も超つかれました。まず
アテンハットの姿勢で肩が使い物にならなく
なるっていう話ですよ。でもそんな練習の中で
救いなのはティーブレイクの時間！差し入れ
なんかで甘くておいしいシュークリームとか
が出たり一番うれしかったのはケーキであの
酸味のある苺は格別でした!!
まじめな話に戻ると僕のポジションはドラム
隊のスネア担当で練習の課題はとにかくアク
セントをはっきりさせる事でした、それに大分
時間をかけてきて本番に臨んだのですが、近藤
インストの最終評価は 10 点満点で７点でした。
自分では結構高いほうだと思いますがまだ向
上できるということでがんばりたいです。僕が
カラーで学んだ事は、時間を守る大切さ、一人
の行動がみんなに迷惑をかけてしまうからで
す。あと上下関係の大切さです、先輩に対する
尊敬と後輩の模範にならなければならないと
いう事を確認しなければいけないからです原
隊に戻ってもそのことを実践していっていき
たいです。

カラーチームでの成長
ジャンガジャンガ班
横浜第 20 団 井坂 亮介
僕は、最初のキャンプで寒いし、練習きつい
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し、本当にしんどかったから、やめようと思っ
たけど、お金払ったし、一度来たから最後まで
やろうと思った。そのあとの合宿ではポールを
持って、練習をしたときに、インストや隊付、
上班、先輩方が分からないところを丁寧に教え
てくれて、自分がだんだん上手になっていくの
が楽しくなっていた。それに友達が増え、本番
ではみんなと息の合った演技ができて、本当に
うれしかった。
今回のカラーチームで学んだ事は、あいさつや
上下関係の大切さ、そして時間をしっかり守ら
ないと、たくさんの人に迷惑がかかること、で
も何よりも、みんなで協力をすれば、どんな難
しいこともできるようになるということでし
た。そして、現隊でもあいさつや上下関係、時
間厳守、みんなと協力すること、服装やしせい、
忘れ物をしないことをしっかりとできるよう
にどりょくをして、それを時続できるようにし
たいと思っているので、がんばります。そして、
２０団のボーイ隊のスカウト達にカラーチー
ムに参加してもらい、僕のように少しは、成長
してもらいたいと思っています。

きない自分がすごく嫌だった。けど、ほめられ
たときは嬉しかった。単純かもしれないけど本
当にうれしい。
私がカラーで学んだことは、練習の辛さ、ちゃ
んとできた時の嬉しい気持ち。一緒にやってる
人達の大切さ。演技は、フラッグだけじゃでき
ないし、ドラムだけじゃできない。フラッグは
一人だけじゃ演技というものができない。それ
はドラムも同じ。完璧にできていても一人だけ
じゃ見ててもつまらない。人数がたくさんいる
からこそ見ていて、楽しい。去年はただ見てい
る側でしかなかった。けど、今年はやる側。見
てもらう側。本番、緊張すると思ってた。でも、
やることに夢中で緊張するっていうのを忘れ
てた。たぶんこんなことは初めてだと思う。私
は人前でなにかをやることが苦手だから。そん
な自分にビックリした。カラーに入って自分は
少しは成長したような気がする。１つ１つのセ
ッションを頑張った頑張りを原隊での活動に
活かせていけたらいい。人はやろうと思えばで
きるものだと思うから。たぶん…。 来年もま
たやりたいです。

初参加のカラー
ジャンガジャンガ班
横浜 58 団 今野 彩
私は今年初めてカラーに参加しました。どん
な練習をするのかまったくわからずに入り、自
分がなんでカラーに入ったのかもわからなく
なりました。自分はなんでカラーに入ったのか
考えて出た答えが、ただたんにやりたいってい
うことだけでした。ジャンボリーで演技を見て、
素でかっこいいと思って、ベンチャーになれば
やることができるんだって思ってからベンチ
ャーに早くなりたかった。ドラム、シンバルの
音に合わせてフラッグをふる。音にあわせるこ
とがすごく難しくって、何度もやめたくなった。
練習はどんなものでも辛いことで、カラーだけ
が辛いわけじゃないけど、カラーは本気で辛か
った。ポールは垂直に、目線は少し上、つま先
は上げる、メリハリ、カウント、声、カラーに
とっては基本のことがなかなかできなくて、で
14

俺の想い。
ジャンガジャンガ班
横浜第 103 団 近藤 邦彦
カラーチームに入って、先ず思ったことは、
「ダリィ」だった。初回がキャンプだったこと
もあって、寒いし風強いし、最悪だった。けど、
次の合宿に参加して、野活に泊まった時は「お、
ケッコー楽じゃん。」と思った。実際、洗い物
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とかはダルかったけど。
本格的な練習がはじまって、だんだん友達が
出来てきて、楽しくなってきた。ユーマは最高
にイカしてる。あとイッパイいるからわかんね。
とにかくイイヤツバッカリ！
小机も終わり、本番が近づいていた。入学式
で一回体んでしまい、みんあに遅れをとった。
けどそこは、ウッシー先輩やアツシ君のサポー
トでなんとか追いつけた。エンギはだんだん完
成してきた。けれど、細かいところで注意され
ることが多かった。
そして本番。まだまだ準備不足だった。けど、
やるしかなかった。俺達は、精一杯努力してき
た。出来るだけのことをやろう。そう思った。
本番も無事（？）終わり、野活で１泊して今
にいたる。このカラーチームで俺が学んだこと
は何だろう？チームの大切さ？上下関係？確
かにそれもあると思う。けど、一番大切なこと
はあきらめない事だと思う。あきらめなければ、
どんなことでも不可能じゃない。
原隊に戻ってからも色々なプロジェクトを
途中で投げ出さずに、頑張りたいと思う。

しのに丁寧に演技をおしえてくれて、演技が完
成していくのが楽しくなった。たくさん友達も
できて、楽しいし、本番ではみんなで一到団結
できていい演技ができた。カラーに来て学んだ
ことは、なににも負けない不屈の精神をまず学
んだ。あとみんなで一到団結する大切さを学ん
だ。くじけずつらい練習にもたえて、だんだん
団結できたからよかった。原隊では、後はいた
ちにこのカラーで学んだことを伝授していき
たいし、何にも負けずに取り組んでいきたい。
上下関係の大切さも学んだ。最初は大切だなん
て思ってなかったけどカラーに来てすごい思
ったので原隊では僕が中心になって学んだこ
とをいかしてがんばる。

愛のカラーチーム
アンカラーズ班
横浜第 120 団 南 祐樹

Mｙ感想文
ジャンガジャンガ班
横浜第 120 団 南 卓也
僕は最初のキャンプにいってカラーがいや
になって、やめようと思ったけど、それは雑魚
のやることだと思ったからやめなかった。でも
今は本当にやめなくてよかったと思えるよう
になった。それは、練習はきつかったけどリー
ダー、インスト、隊付、上班のみんながいそが
15

今期のカラーチームは、最初は参加するつも
りがなかったがうちの団は全員出席するとい
うことになり俺も出席する事になった。
今回最初のカラーがキャンプという事で行
ったがとても大変だった。３年生が最初１人だ
ったので知っている人がいなかった。まったく
話せずに気まずかったけど班長だったので俺
が動かなきゃと思い班の人とは友達になった。
その次の日からは色々人もきて結構みんなと
仲良くなり楽しかった。
次の合宿から三ツ沢での合宿となりセッシ
ョンが始まった。アテンから始まって久しぶり
でちょっと楽しかった。そしてセッションもた
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くさんやって小机のパレードをやった。今回か
ら小机で足技だったので大変でした。だが、や
っぱりパレードは楽しかった。そして小机も終
わり次に目指すのはみなと祭りだ。セッション
も細かい所など注意してメッチャ足がいたく
なったりした。本番直前のリハーサルでは、自
分は演技に満足できなかった。しかも班長なの
に忘れ物をしてしまってチーフ授与式もでき
ずとてももうしわけなかった。本番でばんかい
しようと思いメッチャガンバリました。
そしてついに本番です。とても緊張して心臓
がバクバクしていた。だがパレードが始まると
とても楽しかった。本番も終わり感動した。や
っぱりカラーは最高でした。来て喜った。来年
は隊付をやりたいと思う。

第 23 回カラーチームの感想（疲れた思い出）
アンカラーズ班
横浜第 95 団 保木 悠
今回はカラーチーム二年目でした。昨年の反
省と、本番での感動をもう一度味わいたいと思
い参加しました。今年は、部活や学校行事など、
始めからあまりカラーの練習に出れないと知
っていて、参加するときはすごく悩みました。
でも、先輩に誘われ、今はその先輩にすごく感
謝しています。
カラーチームの練習が始じまると、始めの方
は部活の大会などと、何ども重なってしまい、
遅刻などを何どもしてしまいました。すごくは
みんなには迷惑をかけたと思います。
練習は、昨年と同じようなものでしたが、二
16

年目として、声出しをしたり、演技の細かい点
をチェックしたりと、昨年とは教えてもらと立
場から、教える立場にかわりすごく大変でした。
休みが多かった僕には、とても厳しく、教えき
れない点が多く、何度も時間か足りないと思い
ました。でも、その時自分と同じ友達や、先輩
たちがなんども、アドバイスをくれて、今おも
うとそれがなかったら本番には臨めなかった
と思います。特にインストラクターの先輩たち
には助けてもらいました。
また、二年目には生活面の管理がありました。
生活面ではセッションの時とは違いゆるんで
いる点が多く、隊付たちになんども注意をうけ
ました。その時も、仲間に助けてもらい、助け
合うことかすごく大事だと感じました。
本番も、終わり、今日。僕は、いろいろなこ
とを、このカラーチームで学べたと思います。
練習の中での教える大変さ。そしてその大切さ。
緊張感一つで、自分の生活行動などの違い、そ
して、友達との助け合い。本番は、天気も良く、
演技の方もみんないつも以上の演技が、出てい
たと思います。終わったときの感動は、なんに
もかえられない物だと思います。
僕は、この感動や学んだものなどを後輩に伝
え、元隊のえも頑張っていきたいと思います。

第 23 期カラーチーム隊の活動を終えての感想
アンカラーズ班
横浜第 95 団 豊福 宏昌
いやぁ〜、終わりましたよ！！横浜港祭！！
2005 年の 4 月 3 日。僕ら横浜カラーチーム隊
は旗（フラッグ）と太鼓（ドラム）の 2 チーム
に分かれてこの日のために 7 回合宿を重ねてき
たわけであります。合宿の始めの方は僕は部活
の演奏会直前で活動にはほとんど出られなか
ったわけでありますが…合宿での目標として
は、港祭本番の演技で『メリハリ』やら、『行
進の時の歩き方』やら、『目線』やらができる
ようにセッション（演技の練習）という大変疲
れるものを一生懸命やるわけです。ちなみに僕
は 2 年目なので、セッションの遅れは何とかな
りましたが…。他には、みんなで合宿すること
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で団結力を強め、規律ある生活を目指していま
した。後者の方は最後の最後まで完璧になった
わけではありませんでしたが…。
今期カラーチームの活動で学んだことはず
ばり１人１人の『気合い』でしょう！！セッシ
ョンでも生活面でも『気合い』の入ってないや
つは、頑張ってるやつに比べてどこか光らない。
共通の目標に『気合い』を持って臨むことによ
って、団結力は固まってくるし、規律ある生活
もできる！！どうか何に関しても、このでっか
い『気合い』を持って臨んでほしいものです。
原隊に全くない『やる気』というものを持ち帰
り、その素晴らしさを皆に実感してもらいたい
なと思ったことよ...。

部分がでてしまい、チームの中からだされ先輩
の人に教えられそしてチームの中に入ったら。
横の人にあわせるのがちょととうまくいかず
周りの人に迷惑をかけてしまった。そうした練
習で 1 日がおわって、いよいよ本番で緊張して
いるままパレードがはじまってしまい、僕は横
の人にあわせるのがやっとで、演技があまりう
まくいかなかった。でも１ヶ月ちょっとたのし
かったです。
原団にもどったら、今までおそわったチームワ
ークをもっとしっかりさせ、そっせんできるよ
うになりたい。

23 期みなと祭を終えて
アンカラーズ班
横浜第 58 団 西久保 光
初めて来たカラーチーム隊の合宿は、みんな
より、3 回おくれで来て、どういった班にいる
のか不安でした。1 回め 2 回めの合宿は原団の
ミスで連絡がこなくて行けず 3 回めで上班から
連絡が来て行きました。そして 3 回めの初合宿
は小机のパレードの前日でそれをしらず僕は
カラーチーム隊はやけに練習がキシくて、夜ま
で連習するのかといった印象。それで演技がぜ
んぜんなってないとこを先輩やリーダーが指
導して下って、だいたいの演技（足技と手わざ
のフラッグ）ができて、そして合宿場に戻り戻
った時間が約 9 時でした。そうして風呂に入っ
てその日初めての合宿はおわりました 2 日小机
の本番んいなり、まだ全然なってなく、すごく
緊張して、時間はたっていって、出番が来て僕
は後ろの列だったので、前の人と横の人につい
て行こうと思いひっして、がんばりました。そ
うして小机の本番がおわりもうくたくたでし
た。そしてすこし連習してその日は解散しまし
た。そして 4 回 5 回と山下公園のパレードにむ
けて練習をつみかさねて、山下公園パレードの
前日になり僕は 4 回め 5 回めの合宿でしてきさ
れていた所をなおしてなくその前日をむかえ
てしまい全とうしの時そのしてきされていた
17

カラーの過程
アンカラーズ班
横浜第 103 団 加藤 駿作
僕がカラーに入ったきっかけは昨年見た先
輩の演技に感動して僕もお客さんの人にこの
ような素晴らしい演技をしたいと思ったから
です。そしてカラーに入りました。最初のキャ
ンプでは毎回こんなにきついのかと正直不安
でした。なぜならそのときはテントで寝て食事
もすべて作り、その間にセッションを行うとい
うハードスケジュールだったからです。しかも
最初の練習のアテンハットは妙にきつくとて
も腕が痛くなって「こんなものをこれからもや
るのかなりきつい」と思っていました。しかし
二回目の合宿からは宿舎になったし、その時に
かなりアテンハットを続けて歩いたので少し
ずつなれ、けっこう大丈夫になってきました。
しかし、その次からは技を覚えるのが大変でも
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っとやばくなりました。さらに次の合宿では小
机での本番がありこんな早くやっていいのか
と思いました。そしてついに小机での演技がや
ってきました。その時は他の団体もいましたが、
僕たちはその他の団体の足元にも及んでいな
いと思いました。そして本番は終わりました。
自分的には全然だめだと思いました。僕はかな
り間違えまくってしまいました。だからその時
みなと祭りは絶対に間違えないようにしよう
と思いました。そして次の時から一生懸命に取
り組みました。でも、声がでていなかったり、
つまさきはあがっていないなどたくさん注意
されました。しかも何度いわれてもなおりませ
んでした。これでは本番はだめかと思っていま
したが、七回目の合宿で忘れものをしている人
がいてフラッグ、チーフ授与式が中止になりみ
んなで反省して結論をだしてからの練習はみ
んな団結力があがりました。その時はじめて団
結したときの力のすごさに驚きました。そして
本番がきました。当日 1 人が遅刻してしまいま
した。その時今日は大丈夫なのか？と思いまし
た。しかし反省してその人も加わり何とか全員
でできることになりました。そしてチクサクコ
ールのかけ声が当たりにひびいた後ついには
じまりました。赤レンガまでは少しのミスはあ
りましたが、まだ大丈夫でした。しかし、赤レ
ンガに来たとたんかなり間違えまくってしま
い、その瞬間自分の中には失敗という 2 文字が
頭の中をかけめぐりました。もうだめだと思い
その後もチラホラミスを出してしまいそのま
ま終わってしまいました。終わったあと僕はと
ても悔しかったです。それと同時に来年は絶対
に成功させるという気持ちがむくむくと湧き
上がってきました。来年は二年目になります。
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なので僕が行った過ちを繰り返させないよう
次くる人に伝えたいです。あとカラーの厳しさ
を現隊にもどって後輩に教えてやりたいです。
失敗は成功の元という言葉を信じ自分の失敗
で後輩を成功に導ければ幸いです。

感謝
アンカラーズ班
横浜第 120 団 久保田 咲耶
最初はとても不安でした。うまくみんなに馴
染めるか、練習に付いていけるか、みんなの足
をひっぱってしまわないいかなど、不安な事が
たくさんあって、少しカラーチームに来るのが
恐かったです。
でも、合宿を重ねるうちにみんながとてもい
い人だという事、努力すれば技術は伸びる事が
分かりました。
私は学校が女子高なのであんまり男の人に
接する機会がなかったのですが、案外みんな女
子と男子で考え方が違うことがあっても根本
的なノリは一緒なんだなと感じました。部屋で
諜ったりホールで遊んだりして本当に楽しか
ったです。
技術面では「女子だから」と足をひっぱるの
は絶対に嫌だったので、みんな以上のやる気を
持ってセッションに臨む気持ちで頑張りまし
た。演技の面では何とか付いていけたと思いま
すが、私なりに一番の問題だったのは 声 で
した。
大きく声を出しているつもりでも周りのみ
んなの声にかき消されて、もっと声を出してと
注意される事が多くどうしようかと思いまし
た。しかし、練習を重ねていき、みんなのやる
気と気持ちが一つになっていくと私の考えも
少し変わりました。今までは「女子だから」と
言われないように頑張ていましたが、本当に一
番 女子 という事を気にしていたのは自分で、
大切なのは努力しているという事だと考える
ようになりました。
今回のカラーチームではボーイ・スカウト内
の女子について色々と考えさせられました。最
近はカブ隊にもどんどん女の子が入っていま
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す。その子達がボーイ隊に上がった時に引っ張
っていける先輩になりたいです。
最後に、カラーチームのみんな本当に本当に
大好きです。そして、みんな本当に本当にあり
がとうございました。

ってなかった。たけと、みんなの心はだんだん
一つになっていったような気がする。本番、と
てもきんちょうしてリハーサルは、たくさんま
ちがけた、けど、本番少しまえがれたけど、す
ごく音があっていてとてもよかった。きつかっ
たけど来年もドラム（スネアドラム）をせった
いやりたい。

ドラムライン
アンカラーズ班
横浜第 125 団 遠田 勇也

ともだちになるために
どこのどんな人とも

人は出会うんだよ

２回目の合宿、やっとドラムの練習に入って
最初４符８符１６符とかまったくわからなく
てみんなについていけるか心配だった。たけど、
家での自主練によってそこそこみんなについ
ていけるていどたった。その事を少し、ひきず
りながらも近藤インストラクターとのドラム
のポジション定めの面接をうけスネアドラム
をしがんしたけれどバスドラムになってしま
った。たけどバスドラムになってよかったかも
しれない、なぜならバスドラムの仲間とも、ド
ラムのメンバーともとてもなかよく、楽しくセ
ッションやパート練ができて本当にドラムに
入ってよかった思っている。トラムの合言葉み
たいな物は「ワンバンドワンワンド」といって、
一つのバンドで一つの音、みんなで心を一つに
して音一つにしてたたくというのがとても苦
労した。小机では、またまだとがぜんぜんそろ
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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

☆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

ともだちになるために

誰にでもあるから

誰かをきずつけても

☆繰り返し

人は出会うんだよ
幸せにはならない
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Ⅲ．スタッフ 感想文

今期カラーチームを振り返って
上級班長
横浜第 95 団 菅 和成
今期のカラーチームからは本当に色々なこ
とを学びました。4 年目ということで、今回か
らリーダーとなり、今までのスカウトとしてや
ってきたカラーチームとはずいぶん違ったも
のでした。
カラーチームが始まる前に同じ年代のスカ
ウトと集まって話し合い、自分が上班に決まっ
たときはしぶしぶだったのですが、以前に上班
をやった先輩たちから話を聞き、上班というも
のが如何に大変か、そしてそれ以上にやりがい
のある役職だと教えてもらい、全力を出してや
ろうと心に決めました。しかしカラーチームが
始まってすぐに大学も始まり、本当に忙しい
日々となりました。カラーチームではリーダー
一年目、大学も一年生で戸惑うことばかりでし
たが、どちらも手を抜くことができず、とても
多忙な日々が続きました。大学もカラーもどち
らも重要ですが、今思うとカラーチームの間に
学校に行っていたような気がします。とても忙
しい一ヶ月でしたが、その分とても充実した
日々が送れました。
３年間スカウトをやって、いろいろな上班を
みてきましたが、自分でやるとは少しも思って
いませんでした。そして実際やってみると上班
の仕事は本当に大変でした。集団のまとめ役が
如何に大変なものかと痛感しました。しかしそ
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の大変な中でも、先輩と語らい、同輩と笑い、
後輩の面倒を見る生活は本当に楽しかったで
す。
本番ではトラブルもありましたが、終わった
ときは言葉では表せない満足感で一杯でした。
やはりコマンダーはやりがいのある役だった
ので、今までのスカウトとしての演技よりも達
成感が大きかったです。
今期のカラーをやったことで、自分はまた一
つ成長できたと思います。参加して本当に良か
ったと思います。一ヶ月と少しの短い間でした
が、ありがとうございました。

今年度の横浜 PERSPEX の活動を終えて
隊
横浜第 79 団 谷口

付
勇

今回は隊付とゆうスカウトの指導はびしば
しできるけど全然たいして権力の無い微妙な
ポジションで今年は参加させていただきまし
た。今回は１年あいだを空けての参加だったの
で少しカラーチームのルールだったりカラー
チームとはどういうものなのかとゆう事を忘
れていたため、こんな自分がスカウトを指導で
きるのか不安でした。自分てきには演技だけを
教えるのではなくスカウト同士皆で力を合わ
せ一つの物を完成させて、たとえそれが失敗に
終ろうともスカウトそれぞれに何かが残れば
それでいいと思います。でも基本的にはやっぱ
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りみなと祭りで横浜パースペックスの演技を
観 て も ら う こ と が一 番の 目的 かなぁ (;´д
｀)??今回の活動では就職の為あまり参加はで
きなかったけど、みなと祭りでの皆の一所懸命
な姿をみることができて本当によかったです。
来年度からも極力カラーチームに参加してい
きたいです。ありがとうございました。
23 期みなと祭を終えて
23 期みなと祭を終えて
隊 付
横浜第 79 団 山内 賢輔
今期カラーチームに入って色々な事があっ
たと思う。隊付としてみんなをサポートする事
があまりできなかったと思う。自分は第 5 回の
合宿から参加して、一応自分なりに、みんなを
サポートできたと思う。みんなの顔や名前を覚
えたり、色々やる事は山積だったと思う。けれ
ど、それをいろいろな面で助けてくれたり、支
えてくれたのは他の隊付だった。第 5 回目の合
宿からスタートしたのに、生活面の事とか教え
てもらい、みんなの助けがあったからカラーチ
ームをやっていけたと思う。演技の指導の面で
は、みんなに厳しく当たってしまい、反省する
ところもいっぱいあったと思う。けど、みんな
も一丸となって練習についてきてくれて、みな
と祭でも大成功だったと思う。自分は沿道を旗
を持って歩いていて、みんなの演技を沿道から
見て、とても感動した。歩いている時に「みん
なガンバレ」と心の中で何回もつぶやき、みん
なと一緒に歩けて本当によかったと思う。隊付
として一番うれしかったのは、みんな演技が終
わった後に、一人も後悔している顔をしている
顔をしていなかった事だった。二ヶ月という短
い期間で、みんな最高の演技や新しい友達に出
会えた事が本当によかったと思う。来年もカラ
ーチームに入って、みんなにこの喜びを知って
もらいたいと思うよ。

隊 付
横浜第 95 団 伊藤 彰英
自分は、今期のカラーにおいて隊付の役職に
あたりました。仕事としては、生活関係が主で
すが、演技の指導も少しだけしました。この隊
付という役職は、とても中途半端な位置で何を
すればいいのか見付けるのが難しかったです。
スカウトをまとめるわけでもなく、隊の方に完
全につくわけでもなく、かなりフラフラした状
態でした。こうした役職の中で何を学べたかと
いうと、上から下を見て考えるということです。
今までは、リーダーたちの苦労を知らずにカラ
ーの活動を行っていましたが、今年は苦労知っ
た上でカラー活動をするのでいつもとかなり
違った感じでした。去年までは、リーダーが悪
いと思っていたことも裏の事情を知っている
とそうは思えなくなりました。こういった自分
より下の人達が思っていることと、上の人達が
思っていることを合せて考えるというコトに
ついて今回のカラー活動では多いに学べたと
思います。まだ高校生と受験生という立場なの
で、合宿に参加するのも中途半端な形になって
しまいましたが、得るものがあったので少しで
も参加できて良かったと思います。原隊に戻っ
てもこれを多いに役立て、ローバー活動を充実
したものにしたいです。

今期カラーチームを振り返って。
隊 付
横浜第 95 団 豊福 崇裕
今期は隊付として活動した訳だが大変嬉し
かった事がある。それは最後の練習の際に 3 年
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目のスカウトを中心とした自主練が大変良い
雰囲気で終わり、その結果本番も成功したとい
う事である。大きい声を出すという簡単な事で
はあるがその事によってスカウトの士気が上
がり、成功へつながったんだと思う。演技を身
につける事はもちろん重要なことだがスカウ
トと一緒に声を出す事の方が大事だと気づい
た。
隊付としてうまくいったかどうかは分から
ないが、スカウトの 1 番近くにいるリーダーと
してセッションをし、食事をし、一緒に風呂に
入ることを通してスカウトと通じる事ができ
たのではないかと思う。もう隊付として活動す
る事はできず、少々さびしいがこれからのカラ
ーチームでこれらの経験を生かしていきたい。
また同じ隊付である仲間には助け合い、時には
マジメに議論をし、同年代という枠を超えた関
係を築けた。普段の生活ではこういった経験は
めったに出来ないので、出来る限りカラーチー
ムを続けていきたい。
最後に、自分達を支えてくれた先輩達にも感
謝している。良きアドバイザーとしてだけでな
く、心の支えにもなった事を普段は恥ずかしく
て言えないがこの場を借りてお礼を言いたい
と思う。これからは、今回自分を支えてくれた
先輩達の様になっていきたい。

すよ。リーダーは大変です・・・。スカウトが
消灯時間 10 時って天国だと思いました。おれ
がスカウトだったら即ねます。あ〜、スカウト
の部屋でねたかった。
。
。もっとスカウトとふれ
あいたかったデス。でも、楽しかったです。て
ゆーかメッチャ楽しかったです(^_^)やっぱカ
ラーは楽しいです。今年隊付をやっていていろ
いろ問題がありました。スカウトにおこったり、
リーダーにおこられたり上班、隊付内でもめち
ゃったりもしました。でも、今思うとそれすら
も楽しかった。みんなが熱い思いをもっている
からこそ、おこったり、おこられて悪いトコを
直したりできたんだと思いました・・・。みん
な熱いです。やばいくらい熱いです。がんばり
MAX!!とか言っちゃって・・・。がんばりマ〜
イケル。なんちゃって(^^)むしろがんばりマッ
スル!!ムキムキ。ムキムキムラ(?)いや〜長かっ
たな〜。それでいてみじかかったな〜。まるで
おれの髪の毛みたいだ。カラー中に髪 2 回切っ
たからな〜。最初の方はかなりモッサリで、と
ちゅうにちょっとすいたけどあんまりかわら
なかった。んで、本番にすっきりしました。ち
ゅーかおれ毎年カラーの時期になると髪切っ
てるよーな気がする・・・。しかも髪切ったら
アニキとかぶったし・・・(-_-;)・・・なんかあ
んま関係ないこと書きだしてきたな〜。ここら
でマジメに食事の話をします。ごはんが最高に
おいしかったです。感謝です。みんなもっと食
えよ!!
最後に、本当に楽しかったです＆さびしいで
す・・・。パレードがおわりに近付くにつれて、
ちょっと泣きそうになりました。「これでもう
終わっちゃうんだ」って思うとさびしくなりま
した。今年やって本当によかった。スカウト、
リーダー、各関係者のみなさま、本当にありが
とうございました。上班、隊付のみんな、おつ
かれさまでした。

ねむいデス。
隊 付
横浜第 125 団 渡辺 直人
みなさんみなと祭おつかれさまです。てゆー
かねむいです・・・。すいみん時間なさすぎで
22

23 期みなと祭を終えて
インストラクター
横浜第 95 団 串田 知章
今年のカラーチームは、インストになっては
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じめての年でした、インストになってみたら右
も左も分からなくただいわれたことをやるば
かりでした。活動初日がキャンプでスカウトは
大変だったと思いますがリーダーは、事前の準
備をしていどみましたがスカウトの考えとう
ちらの考えでは大きく違いました。またいちば
んたいへんだったのは、メニューを考えること
ですメニューといっても予算・スカウトのよう
ぼう、ざいりょうとうできめなくてはいけない
のでインターネットとりょうり本とかをつか
いつくりました。テーブレイクとうでのむお茶
の用意とかをするのがたいへんでしたがスカ
ウトのほうがもっとがんばっていると思うと
私はまだまだだと思います。こんどカラーにき
たときには、もっとがんばろうと思います。あ
とこのかつどうでわたしがまなんだことをげ
んたいのかつどうでもいかしげんたいからと
りいれたちしきもいかしてよりよきカラーチ
ームの活動にしたいです。

一年目は一年目と横の関係が良くできていて、
さらに、キャンプは班だったので先輩スカウト
とも仲良くしていたので、活動が後半になるに
つれて、団結力がでてきて、スカウト達がとっ
てもたのしんでいた様子が伺えました！
本番は大変いい天気に恵まれ、たくさんの人
達に埠頭で見送られながらスカウト達は自分
達 が満足出来る様な 演技が出 来たと思 いま
す！
今期、私は三本旗でワールド旗を持ってパレ
ードに参加しました。旗が邪魔で横が見えず、
地区旗と合わなかった時もありましたが、一生
懸命あるいたとです…たけひろです…笑スカ
ウト達にはカラーチームゎたくさんの人達が
見守っているということを忘れないで、これか
らもがんばって欲しいと思います。

インスト３年目にむけて
インストラクター
横浜第 10 団 佐藤 幸太

23 期カラーチーム
インストラクター
横浜第 120 団 久保田 雄大
今年は正直学校等の関係であまり参加出来
ず、隊長や副長、インスト、上班隊付、またス
カウト達にご迷惑をかけてしまって申し訳な
かったと思います。 また、生活インストなの
に上班隊付の指導もできなくて残念でした。
今期、一番良いと感じた点は、スカウトの関
係がとっても良いところです。後から聞いたの
ですが、初回のキャンプがあった事によって、
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今年で 2 年目になるインストラクターですが、
まだまだです。やりたいことがうまく進みませ
ん。今年の演技インストの目標が、フラッグと
ドラムの息の合った完成度の高い演技だった
のですが、ドラムは妥協して曲の難易度を落と
すしかありませんでした。今年も去年と同じ教
え方ではいけないということを学びました。
仕事とカラーの両立も難しいです。両方とも
完璧に立てるのは無理なので、他の人には申し
訳ないですがうまく五分五分で行きたいと思
います。
来年は、もっと早い段階でインストは動き出
したいと思います。動き出せないにしてもでき
る準備すべて望み、来年学べることは学んでカ
ラーを良いものにしていきたいと思います。
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私とスカウトとの間
インストラクター
横浜第 95 団 近藤 知晃
今年のカラーには、不安ばかりでした。まず
ドラム経験者が 3 年と 2 年で一人ずつしかいな
いこの状況をどうやって上手にやっていくの
か総人数 10 人のドラム隊内 8 人がドラム経験
がない中、過去の歴代の人達が作り出した曲を
再び楽譜にし、過去の音と比べられるプレッシ
ャーを感じながら、私はインストという教える
側をやりました。小机でのパレードまでは、ま
とまりも悪くこのままでは・・・と思ってしま
うほどでしたが後半になるにつれ、スカウト達
の結束力が強くなっていくのを感じ少しづつ
ですが、自信という言葉が浮かんできたのです。
しかしながら結局のとこリハーサルが終わっ
ても不安が取り除かれる事がなく焦りという
言葉なんかが浮かんできてしまうことになり
ました。ましてはリハーサルで授与式をやるこ
とになっていたのに、忘れ物や遅刻者などがい
て授与式を取りやめにまでなっているこの状
況では「焦り」という言葉はさらに大きく私の
体の隅々まで刻まれることになっていたので
す。しかしここでしっかりとスカウト達を導か
ないと、という気持ちが私に冷静な判断をさせ
ること自分を強くもてるようにしてくれまし
た。いったいスカウトに何を伝えたいのか、そ
れはもう最初から決まっています。それは『音
を作り上げる楽しさ』その気持ちを胸に残りの
2 日をやって来ました。そしたらどうでしょう
なんと曲が一つの音を奏で始めたのです。その
瞬間、私は、『いける』と強く持てるようにな
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っていました。私達リーダーは、スカウト達が
いてくれてるからやっていけるのです。今回は
そのことを強く、楽しく、そして優しく感じる
ことができました。

もう 20 歳だしたまにはまじめに･･･ね
インストラクター
横浜第 125 団 渡辺 友則
今期はリーダー3 年目として、去年と同じフ
ラッグインストをやりました。去年とは違い、
一人でフラッグの演技を教えなければならな
くて、不安も大きかったが、その分上級スカウ
トに協力してもらい、インストが演技を作りあ
げたというより、スカウト達が自分達の力で演
技を作りあげたという感じがします。
スカウトにとって自分がインストとして伝
えられることが何かないかと考えたとき、演技
はもちろん、カラーチーム 23 年間の歴史がつ
まった備品の大切さや面倒を見てくれるリー
ダーいることのありがたみなどを、今期のよう
な「スカウト主体」の演技練習の中で伝えるこ
とができたではないかと思います。
また、教えることの難しさも上級スカウトは
同時に学ぶことができたと思う。教わっていて、
「自分だったらこうするのに、こうしてほし
い」といった気持ちは、少なからずあると思う
が、いざそれを実現しようとすると、なかなか
上手くいかないものなんだよね。それを経験す
ることができたんだから、来年はもっともっと
良いものができるはずだ!!そうでしょ？だから
1 年後の君達はとてつもなくたくましい先輩に
なっているはず・・・ってかなってなきゃダメ
だからね。
23 期は 23 期にしかないものがあるから、そ
れを忘れないで、そして次につなげていけるよ
うにしてほしい。俺との出会いは無駄だったか
も知れないけど、無意味じゃないから!!
みんなありがとぅーん!!
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「継承」
インストラクター（副長補）
横浜第 20 団 田原 雅浩
17 期カラーチームにスカウトとして参加し、
私にとって高校生活 3 年間一番燃える事ができ
たものはカラーチームでした。なぜ、私がこれ
ほどカラーチームをがんばっていたのか。それ
は、共に目標に向かって熱くなれる仲間がいた
からだと感じています。20 期からはリーダーと
なり、今年で 4 年目だいぶスカウトとの年齢も
離れ、同期の仲間も少なくなり寂しさも感じて
います。しかし、同期の仲間達はカラーチーム
OB として三ツ沢に活動を見に来てくれていま
す。野活に行けば皆と会える。カラーチームは
現役スカウトにとっても大切な物ですが、我々
OB にとっても仲間と会える大切な場所なのだ
と思います。
後輩のリーダーを見ていると自分の 3、4 年
前の事を思い出します。ガムシャラにがんばる
気持ち、仲間と目標を達成させようとする気持
ち、カラーチームが大好きな気持ち。着実に後
輩達へと熱い気持ちが継承されているのを見
ると、自分がリーダーとして活動してきて良か
ったと改めて思いました。
10 年後、20 年後もこの気持ちが継承され、
スカウトにとっては青春の一つのページとな
り、OB にとっては青春の気持ちに戻れる場所
になればと思います。

カラーチームに帰ってきて
インストラクター（副長補）
横浜第 130 団 古賀 健司
スカウトの皆さん、そしてリーダーの方々、
本当にお疲れ様でした。
私は 19 期までカラーチームに参加させてい
ただいておりましたが、今回は４年ぶりにカラ
ーチームに参加させていただきました（ここで
断っておきますが、私はまだ３０歳にはなって
ません。四捨五入するとまだハタチです！！）
。
久々にカラーチームに戻って来たわけです
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が、カラーチームの変化に驚くと共に、私がイ
ンストラクターとして教えていた時のスカウ
トたちが、立派なリーダーになってカラーチー
ムを引っ張っている姿を見てとても誇らしく
思いました。さらに、目標に向かって突き進む
ひたむきさといった点は根本的には変わって
いなかったので安心しました。
私は今回、スカウトの皆さんとはあまり接す
ることはありませんでしたが、食事の面から活
動をサポートしてきたり、保護者や隊指導者の
方々にカラーチームの活動を紹介してきまし
た。そうした中、スカウトの皆さんが日々成長
していく姿を見て、大変嬉しく思っていました。
このすばらしい第２３期カラーチームに参
加させていただいて、不慣れな点から皆さんに
御迷惑をおかけしたことも多々ありましたが、
私は多くのことに挑戦させていただきました
し、また、多くのことをスカウトの皆さんやリ
ーダーの方々から学ぶことができました。そし
て、自分自身を成長させることが出来ました。
本当にありがとうございました。
最後に、皆さんに憶えておいて欲しいことが
あります。それは、カラーチームの活動が多く
の方々の支援で成り立っているということで
す。なぜ応援してくれるのか、それは、ひとつ
の目標に向かってみんなで支えあいながら成
長していく皆さんの姿に感動するからです。で
すから、是非カラーチームで学んだことを還元
するように心がけてください。
燃え尽き症候群にならないように、今後とも
皆さんが各方面で活発に活躍してくれること
を祈っております。
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23 期みなと祭を終えて・・・
副 長
横浜第 10 団 遠藤 洋平
今年でカラーチームは 23 期を向えた、毎回
感じることだが、カラーチームをやっていると
きの春は本当にあっという間に過ぎていく、今
年の春もあっという間に過ぎていった。
私が初めてカラーチームと関わりを持った
のは、第 10 期の時高校 2 年でした、その後上
班・インスト・副長とブランクもありながら今
年で通算 10 年カラーチームと関わってきた、
その間ボーイスカウトを辞めそうになったこ
ともある、そんな時も続けていくきっかけを与
えてもらったのはカラーチームの仲間だった。
今では会うことは少なくなってきたが、最近
ではそんな仲間たちの結婚式でたまに会うこ
とがあるだけである、数年ぶりにも会ったにも
かかわらず、昔と変わらなく楽しく話してしま
う、カラーチームに入った時は考えもしなかっ
たことだが、カラーチームでこんな仲間が出来
るとは思ってもいなかった。
数年前ボーイスカウト自体を辞めそうにな
ったこともある、そんな時も続けていくきっか
けを与えてもらったのもカラーチームの仲間
だった、そんなかけがえのない仲間と出会えた
のは、ボーイスカウトであり、このカラーチー
ムである。
カラーチームで出会った仲間というものは、
言葉では言い表せないが学校や会社などの仲
間とは一味も二味も違う仲間だと言える、みん
なも今期そんな仲間たちと出会えたのではな
いでしょうか？そんな仲間たちとの出会いそ
して友情を大切にしてもらいたいと思います。

みなと祭りを終えて
副 長
横浜第 79 団 佐久間 啓子
みなと祭りのパレードが無事終了しました。
隊長･副長はじめスタッフの皆さん、スカウト
たち、お疲れ様でした。今頃、どんな気持ちで
日々を過ごしているのでしょう・・・。
26

『燃え尽き症候群』に襲われている人がいる
のではないでしょうか？？？ 私は、平穏な日
常生活の中で、ふとこの１ヶ月半のことを思い
出す毎日です。
今期は初回合宿をキャンプにするという形
でスタートしました。寒かったですね。花粉症
に悩まされた人も多く、ちょっと辛いキャンプ
になりました。知らない者同士が集まっていま
すから、まだ打ち解けない中での食事は、シ〜
〜〜ンと静かに静かに進められていました。で
も、不便な生活の中での共同作業は、目に見え
ない絆をスカウト達の中に作ったことでしょ
う。それは、心の深いところでずっと保たれて
いたと思います。
そうやってキャンプを経験した後の野活で
の生活は、恵まれていることを実感するものに
なったと思います。いよいよ本格的な合宿が始
まり、スタッフ一同が全神経を注いでスカウト
達を見守り、指導する中、スカウトたちも懸命
について来た事と思います。
寒い日が続いたかと思ったら、日中は汗ばむ
ほど暖かく夕方は冷え込む・・・という季節の
変わり目の中で、多少の体調不良をうったえる
者がいましたが、何とか大事に至ることもなく、
合宿は回を重ねていきました。技術面で不安を
抱えるインストたちの目も日ごとに真剣にな
り、それに伴ってスカウトたちの目にも真剣さ
が加わっていく反面、様々な問題点もあり、リ
ーダーの話し合いは深夜まで続きました。ロー
バー達のスカウトを想う気持ちの熱さは今時
の自分本位の若者とは違い、自らが常にスカウ
トの為に考え、チームの為に行動する・・・そ
れは大きな意味を持って彼らの成長を促して
くれています。これも素晴らしいローバーリン
グなのではないかと、RS 副長としても思うので
した。
本番当日・・・まあ、いろいろありましたが、
無事に全員でパレードスタートを迎えること
ができました。チクサクコールは、いつ聞いて
も気持ちのいいものです。ザワッ！と鳥肌が立
ちます。武者震いのようなものを感じます。さ
あ、行ってらっしゃい！！！
練習の成果を十二分に発揮できた演技だっ
たと思います。今年も観る人たちに感動を与え
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てくれたことでしょう。ボーイスカウトの PR
の役目も充分に果たしたと思います。
私も感動しました。この感動は、なかなか他
では味わえないものです。私はカラーチームが
大好きです。スカウトたちの真剣な眼差しと明
るい笑顔が私に力を与えてくれます。いつも熱
心で思いやりのあるスタッフたちに支えられ
てこそ、自分の任務を果たすことができていま
す。大好きなみんなと共に過ごせることを幸せ
に思います。感動を共にできることに至福の喜
びを感じます。カラーチームへの感謝の気持ち
が止むことはありません。
また、カラーチームを同じように愛し、見守
って下さっている保護者の皆さんや各指導者
の方たちにも感謝しています。そして、私をこ
のチームへ送り出してくれた団や隊の人たち、
理解をしてくれている家族にも感謝の気持ち
でいっぱいです。
全ての皆さん、本当にどうもありがとうござ
いました！！！

5 月 3 日を終えて
副 長
横浜第 95 団 中村 友哉
今期のカラーチームには私にとってある特
別な思いがございました。
私は高校 1 年生の時よりカラーチームに入隊
し高校 2 年生では当時特別な意味があった赤旗
の先頭を務め高校 3 年生では三本旗を務め大学
1 年生では隊付を務め大学 2 年生ではジャンボ
リー上班を務め大学 3 年生ではインストラクタ
ーを務め大学 4 年生では奉仕（食事準備係り）
と至って順調な、いや、かなり上出来なカラー
チーム生活を送り社会人となりカラーチーム
隊を引退致しました。
そして社会人として落ち着いてきた昨年 4 年
のブランクを経てカラーチームに復帰致しま
した。
そこでは当時私がそうであったように我武
者羅にカラーチーム及びボーイスカウト活動
に全てを注ぎ込んでいる高校生や大学生が沢
山いました。
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最初この中に私がこの中に溶け込み副長と
しての任務を果たす事など訳のない事だと自
負しておりました。ところがいざ活動が始まっ
てみると我武者羅にやっている大学生のイン
ストラクターやスカウトに対して彼等がミス
をしたとしても注意はおろか見てみぬ振りを
し嫌われたらどうしよう、言い返されたらとう
しようと要らぬ心配ばかりをするアドバイス
もしないただ横に立っているだけの副長でカ
ラーチーム復帰 1 年目が終了したのです。高校
１年生の時にカラーチームに入隊してからの
初めての壁、初めての後悔でした。
そして今期、前期の後悔を不安として胸に抱
え活動をスタート致しました。今年こそは副長
としての任務をまっとうしたいという意気込
みはございましたが昨年の事もあるので簡単
に口に出来るものではないということは理解
しておりました。
第１回合宿事前会議及びリーダー顔合わせ
の際、後に私の不安を一掃させる人物が顔を出
していました。古賀副長補です。彼は私の２年
後輩で高校時代、大学時代と一緒になってカラ
ーチームをやってきた大切な仲間の一人です。
久しぶりに古賀副長補に会ったときは『懐かし
いな！元気だったか？』位しか思いませんでし
たがその日の会議が進むに連れて古賀大丈夫
かな？私と同じ思いはしないかな？等の心配
を少ししておりました。
合宿も始まると古賀副長補はブランクの心
配などしなくていい程の存在感そして副長補
の任務を務めてみせたのです。私はそんな彼の
姿が眩しく自分と比べると胸が苦しくなる思
いが致しました。リーダー消灯後も他のリーダ
ーが休憩してようとも自分の任務を果たすべ
く何の見返りも求めずただ我武者羅に『みなと
祭り』が成功するようにそしてスカウトが感動
するようにと頑張っていました。私は完全に今
のカラーチームに彼が溶け込んだと感じまし
た。ある日、そんな古賀副長補も活動中にリー
ダー陣そして自分への歯痒さから私の前だけ
で涙をみせてくれました。その時びっくりして
私は涙の原因についてただひたすら慰めてい
たと思います。その日の帰り道私の心中は涙を
流せる程彼は必死に頑張っているんだという
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羨ましく思う気持ちと私もこうでなくてはな
らないという前期とは違う決意が芽生えまし
た。
５月３日の本番も終わり今こうして振り返
ってみると前期よりかはインストラクターや
上班、隊付そしてスカウトに深く触れ合うこと
が出来、ただ横に立っているだけの副長から少
しだけですが脱皮できた思いが致します。今後
も更なる脱皮を繰り返しカラーチームと共に
そしてスカウトと共に成長しカリスマ出戻り
リーダーを目指します。
スカウトのみんなしばらくの間アッート・イ
ージー。

自分との約束を守れますか？
副 長
横浜第 95 団 高橋 道人
私たちは、日頃から様々な約束の中で生きて
います。社会との約束、学校との約束、友人・
知人との約束、家族との約束。いろいろな約束
がありますが、その中で、最も守ることが難し
いのが自分との約束です。
社会との約束を破れば、法律違反で司法から
厳しく処罰されますし、学校での校則違反も厳
しい生徒指導を受けることとなります。いくら
友達であっても、度々約束を反故にすれば、
「あ
いつは信用できない」ということで、友人を失
うことにもなりかねません。家族との約束であ
っても、同様に信頼関係を崩してしまうことと
なるでしょう。
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ところが、自分との約束だけは「まあ、仕方
ないか」で済ませることが可能です。ですから、
普段の生活での自分との約束について、それら
のほとんどが「絵に描いた餅」状態になってし
まうという人も少なくないのではないのでし
ょうか。
カラーチームではどうでしょうか。少なくと
も、2 年目、3 年目の諸君はカラーチームでの
自分自身の目標、つまり自分との約束をしてき
たのではないでしょうか。同じ仲間と寝食を共
にしながら、みなと祭というゴールに向けてそ
れぞれ一生懸命になる中で、自分自身の目標を
目指して、毎週の活動に参加できていたことと
思います。その結果、自分の目標を達成し、充
実感とともに涙がこみあげてきたスカウトも
少なくなかったと思います。やはり、いい仲間
と強く思えば、守ることが難しい自分との約束
も、きっとかなえることができるのです。その
ことを強く感じさせられる活動の日々でした。
これから先、いろいろなことにまたチャレン
ジしていくことがあると思います。そのような
ときは、ぜひ、また自分との約束をしてくださ
い。そして、その約束をいかに達成するか、目
標を常にみつめて、邁進していただけたらと思
います。「何が何でも『自分との約束』を守る」
という強い目的意識が何より必要、それこそ、
カラーチームで学んだ大切なスピリットであ
ると私は思います。他の人にはなかなかできな
いこのスピリットをこれからの高校生生活、そ
して社会生活に活かし、充実した日々を過ごし
ていただけたらと思います。スカウトのみなさ
んのこれからのがんばりに期待しています。
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Ⅳ．思いを後輩へ
［3 年生］
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［2 年生①］

30

23rd YOKOHAMA PERSPEX

［2 年生②］
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［1 年生］
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［上班隊付］
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編集後記
5 月 3 日の夜、みなと祭本番が終わり三ツ沢へ戻ったスカウトたち。1 つの火を
囲み楽しそうに歌い踊っている。エールマスターの上班や隊付たちの進行はお世辞
にも上手ではない。どうして、進行がしっかりと出来ていないのにスカウトたちは
盛り上がるのだろう・・・？ 私は 3 月からの活動を思い出した。
3 月の第一回活動でのキャンプでは、スカウト同士はお互いを伺っている様であ
った。そしてなにより、気温が寒く、スカウトの気持ちも打ち解けていなかった。
そんな中スタートした 23 期カラーチーム、本当に大丈夫なのだろうか？ 私たち
がスカウトの時に感じていた「仲間と共に熱くなる気持ち」「横浜地区カラーチー
ム」としての誇りを受け継いでくれているのか？ 不安に感じていた。
合宿を重ね季節は春を迎えた、スカウトたちを見ていると、季節と同じように気
持ちがどんどん熱くなっていくのがわかった。何かにむかって仲間とがんばること、
つらい事を共にやり遂げることを経験したスカウトたちはチームになっていた。そ
んなチームを引っ張る上班や隊付たちは先輩リーダーの私から見れば頼りない存
在に見えるが、きっとスカウトたちには頼れる先輩なのだろう。そんな彼らが準備
したキャンプファイヤーは、進行は下手でも、スカウトの気持ちをがっちりと捉え
ていて、あれほど楽しめたのだろう。
スカウトの皆は 3 月から 5 月のわずか、2 ヶ月で色々なことを経験し成長しまし
た。次の活動のまで、数ヶ月あります。更に成長した皆に会えることを楽しみにし
ています。
※本文集中の誤字・脱字は全て、提出された原稿をそのまま反映させたためです。
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