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第 24 期横浜地区カラーチーム

− みなと祭 −

24th YOKOHAMA PERSPEX

Ⅰ．はじめに

「第 54 回みなと祭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様、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、カラーチームＯ．
Ｂ．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２４期を迎えており参加人数は、ベンチャー２１名、ローバー含む
指導者で総員３９名とコンパクトなチームでしたが、その活動は、今までに無く活発で意義ある活
動が出来たと自負しております。みなと祭り訓練期間は、３月から約６５日間ありますが、リーダ
ーの会議記録は、４０日を超えている状態でローバースカウトがいかに運営面で尽力したかが、会
議記録から読み取れます。
カラーチームは、現在までに 1,000 名を超えるスカウトを育てておりますが、 今日のスカウト
を取巻く社会環境を考えますと、このカラーチーム活動を通しての生活指導はスカウトにとって
益々貴重な体験となっていることでしょう。
みなと祭り本番が大成功に終わり６月からは、夏に富山県で開催される第１４回日本ジャンボリ
ーに向け訓練開始となり秋には、横浜アリーナで開催される第２６回神奈川連盟マーチングバン
ド・バトントワーリングフェスティバル大会にて「招待演技」を披露予定、 また例年のインド、
ディワリ祭と地区ラリーとに参加の予定です。
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、スカウトの成長を示すものです。是非ご一読くださいますようお願い申し上げ
ます。
弥栄
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Ⅱ．スカウト 感想文
し、周りの皆やる気が自分のやる気が自分のや
る気もだしてくれたおかげで、本番がでれたと
思う。本当に皆には感謝しています。
おつかれさまでした。

2 年目のカラーチーム
クロスジャンプ班
横浜第 79 団 森澤 芳紀
自分は昨年と同じドラムをやることにした。
すると、1 番難しいと思っていた、マルチ・ド
ラムになってしまった。
最初の練習の日、小机城址に演奏する曲の楽
譜を渡された。はっきり言って、なにがなんな
のかまったくわからなかった。
しかし、この曲は簡単だったらしく小机城址
までにはまにあっていた。
だが、小机城址で問題点が発覚した。
それは、マルチ・ドラムをしょって長距離を
歩けるかどうかだった。小机城址が終わったと
き、かたがありえない程痛くなって、自分でマ
ルチ・ドラムをもちあげて、かたに負担をかけ
ないようにしないと、倒れそうだった。
そんなこんなで遂にカラーチームの大本番
であるみなとみらい祭りに出演した。問題点が
たくさんでてきたが、多分全てのりこえて、す
ばらしい演技をできたと思う。
終わった後、打ち上げでは皆羽をのばしてと
ても楽しんでいた。
カラーチームをやるときはたいてい、最初や
る気がなくて、後からどんどんやる気がでてき
て、それで、終了というパターンが２年目の自
分には定着していた。クラブを休んでまででて
いたので、やる気がないのは当然だった。しか
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感想文
クロスジャンプ班
横浜第 120 団 南 卓也
僕は、今回の 24 期のカラーに 2 年目として
参加した。1 年目のときは全部が初めてだった
のでとにかく必死に頑張ろうと思って頑張っ
たけど、今回のカラーは 1 回経験してるから調
子に乗って余裕ぶってたけど、今回は先輩とし
てカラーをやるのは初めてだとゆうことに気
づき、後輩に信頼されるような行動をしようと
思って頑張った。セッションでは声を出したり、
技のメリハリなど、注意すべきところは注意し
て充実したセッションができたと思うけど、な
かなかまとまりがないセッションとかも多か
ったから、もっと意識を高めて臨みたいと思っ
た。生活面でもいろいろ教えたりできた。ちょ
っと言い方はきつかったかもしれないけど、充
実してたと思う。5 月 3 日の本番が近づいてき
たのに、だらだらとしたセッションが続いてし
まったのでもっとしっかりしなきゃと思った。
インストとももめてしまって、やっとみんなが
本番が近いことを実感して、緊張感をもってセ
ッションができたから良かったと思った。とう
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とう本番の日が来て、最後の練習では、今まで
やってきた細かいことも全部本番で出しきろ
うと思ってがんばった。本番の時間が来て、緊
張してたのか、ミスをしてしまったときもあっ
たけど、みんなですばらしい演技をたくさんの
お客さんに見せられたと思った。達成感を得ら
れた。カラーでは、かなりきつい練習とか、厳
しい生活面とか、つらかったけど、最後は、み
んなで、やってきて良かったと思った。今回の
カラーも楽しかった。

訓練キャンプとのバッキングが多々あって、そ
の日は同隊の東海林と調整をしましたが、やは
りセッションに出る回数は減ってしまいまし
た。
一番大変だったのが、パレード本番と、その
前集合時刻に遅れてしまったことでした。自分
の中で反省して、みんなに認めてもらいました。
今回の PERSPEX の中では、今の時間にルーズ
なことが、来年やこれからの生活の大きな目標
となりました。
ところでパレードのほうは、チクサクコール
(と周りの暖かい拍手)に始まり、精神的には大
成功でした。来年は技術をもっと上げていきた
いし、またスタミナもつけてばてないようにし
たいです。
終わりに、カラーチーム隊に入ることで、学
校や原隊とはまた違った友達や先輩ができ、と
ても楽しかったので、来年は、某１３０団の彼
らも PERSPEX に入れたいと思います。了。

第 24 期カラーチーム隊
クロスジャンプ班
横浜第 130 団 小沼 広尚
自分の初めての PERSPEX は、最初から最後
まで波乱万丈でとても充実していました。
事の始まりは、３月１９日の夜、現カラー副
長の古賀さんから、２週間前からカラーチーム
の誘いを受けていて、原隊や部活、そしてジャ
ンボリーとの両立で悩んでいたのですが、この
日古賀さんとの電話で、とりあえず５月までだ
しやってみるべということで、次の日慌てて鉄
野活所へ行きました。それから見ず聞かず知ら
ずの人達と生活やセッションの中でどんどん
打ちとけていきました。合計すると２週間程で
よくここまで仲良くなれたなと思います。セッ
ションは厳しく楽しく、初めてだったシンバル
も(自分では)どんどん良くなっていったと思い
ます。これも前記と同じで、よくここまできた
なと驚いてます。
しかし、途中で心配していたジャンボリーの
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「最高の感動」
クロスジャンプ班
横浜第 95 団 保木 悠
今回のカラーチームはスカウトとして最後
の年でした。今までのカラーチームの中で、一
番良い年だったと思いました。
三月二十日、自分が部活で遅刻していくと見
たことない顔の人がオドオドした様子で班の
名前を決めていた。テーマは「オリンピック。
」
いろんなアイディアが出ていたが、これとした
いいものがなく、最終的にアイディアから合体
させたものに決まった。
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第２回合宿、小机の本番が近く、みんな演技
を覚えるのに精一杯の様子だった。小机城址は
その結果、かなりいいものに終わることができ
ました。
小机城址の反省を胸に本番への道が見えて
きました。練習もみんな全力でとり組んでいて
今年は絶対にカラーチームとして一つになる
ことができると感じていました。
五月三日、みなと祭本番。朝から少し慌しい
様子のみんなでしたが、今までやってきた練習
を胸に本番への意気込みも十分という感じで
した。チクサクコールをやった瞬間なにかに解
き放たれたように出発しました。
ゴールまでは一瞬の夢のような時を感じる
ことができ、ゴールして胴上げしたときは体中
で感動するということを味わうことができま
した。
大変なこともすこしはありましたが、チーム
として一つになれたので最高のものとして終
わることができました。

る気もほぼ０％と言っていいぐらいありませ
んでした。
でも、実際一緒に活動をしてみると、想像を
していたよりは全体的に明るい風囲気で、楽し
く、少し驚きました。
しかし、二回目からの三ツ沢での合宿を始め
ると、初回は、相当楽だったと思い知らされ、
キツかったので再度テンションが下がりまし
たが、なれてくると多少はつらさもへってきて、
テンションも持ち直すことが出来ました。
初めてのパレードである小机城址では、ミス
が多かったのですが、基本的に緊張は絶体にし
ない性格なので多少は楽に進めることができ
ました。
カラーで一番つらかったのは、やっぱり最後
のみなと祭でした。ミスも多かったし、途中で
眠くなるしと悪い所がかなりたくさんありは
しましたが。全体的には一応上手くできてよか
ったと思います。
来年も入るかどうかはびみょうですが。楽しい
活動になりました。

「24th PERSPEX」
クロスジャンプ班
横浜第 103 団 鶴丸 龍郎
今回が自分にとって、初めてのカラーチーム
で、初回からいきなり、個人的にキツかったで
す。
カラーチームに入った理由は、本当の事を言
ってしまうと家族＆団から相当圧力をかけら
れてしまったからで、入るのはかなり嫌でした。
だから、初回からかなりテンションが低く、や
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24 期 PERSPEX（カラーチーム）
クロスジャンプ班
横浜 125 団 毛呂 大亮
自分は最初、団の強制でいやいやはいりまし
た。ですが、いざやってみると、つらいことも
ありましたが楽しかったです。
この横浜カラーチーム隊は、セッションなどの
他に、時間や、整理整頓などにも厳しく、自分
は敬語をあまり使っていないとゆうことで、け
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っこうおこられてしまいました。
一番楽しかった時は、やっぱり打ち上げで上
班などが考えてくれたバイキングなどのプロ
グラムは、すごく楽しかったです。あと鶴丸龍
郎君が使ってくれた中華丼がおいしかったで
す。
逆に一番つらかったことは、セッションの時
に、何分間もアテンハットの状態を続けている
ことで、何分間も続けていると左手の肩がいた
くなってやばかったです。
一番楽しい時は打ち上げでしたが、一番喜し
かった時は、インストや上班、隊付など、リー
ダーの方々に、
「今のはうまかったな」とか、
「よ
くやったぞ」など、ほめてくれた時が一番喜し
い時でした。
自分がカラーチームに入って成長したとこ
ろは、精神面でもそうなのですが、やっぱり礼
儀を教わったことだと思います。
この短い間、つらいこともあったけどたのし
かったです。たぶん、また来年も来ると思いま
す。というか来たいです。またこのつらさ、楽
しさ、感動を味わいたいです!!。

はめいわくをかけずに反対に助ける事ができ
るようになりたいです。それが今１番の目標で
す。今の自分ではできなくてもいつかは先輩の
ようになりたいです。
始めてのカラーチームはメシがうまく、ボー
イスカウトの時のメシよりうまく最高でした、
ただ、自分は野菜が嫌いでメシの時に、サラダ
があった時は残したかったんですけどみんな
が｢タマゴ食べろよ｣と言われ、ふだんは食べな
い嫌いなサラダをがんばって食べました、今で
はふつうに食べれるようになりました、これも
すべてカラーチームのおかげで野菜をがんば
って食べれるように応援？してくれたからだ
とおもいます。この場をつかって言います。｢あ
りがとうございました。｣
セッションの時は、大変でほんとうに、キツ
イと思いながらやりました。でも、少しづつで
きるようになっていく自分がわかり、おしえて
くれた、インストラクターのおかげだと、はっ
きりとわかります。本当にありがとうございま
した。本当にカラーチームは、きびしく、つら
かったけど、そのおかげで自分は、大きく成長
したと思います。みなさん、本当にありがとう
ございました。

『カラーチーム』
大豆ノススメ班
横浜第 92 団 舟橋 良太
始めてのカラーチームは学ぶ事が多く、その
つど先輩にめいわくをかけてしまいました
特にセッションの時には始めてのフラッグ
でしたのでほんとにめいわくをかけました。
もし次の機会でまたカラーチームをやる時
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「PERSPEX」
大豆ノススメ班
横浜第 125 団 東海林 忠
初めてのカラーチームの活動のとき、自分が
何をしたいのかも分からず、先輩方に迷惑をか
けたりしないか心配でした。
活動を続けていくうちに、他の人に迷惑をか
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けたりしたこともあったのですが、じょじょに
活動に慣れていけました。
初日は、自分はフラッグをやると思っていた
のですが、過去のビデオを見て、ドラムがとて
もかっこいいことがわかり、フラッグもドラム
も両方ともやってみたいと思うようになりま
した。結極、アンケートにはどちらでもいいと
書き、ドラムをやることになりました。
あたり前ながら、まったくの初心者のため始
めは基本もまったくできず、ドラムの名前すら
わかりませんでした。しかし、インスト達の指
導から、基礎は理解からできるようになりまし
た。
練習を続けていくうちに、カラーチームもあ
る程度、演奏できるようになったのですが、本
番までに完成まで、もっていけるようにはでき
ませんでした。本番でも失敗する心配があると
ころをミスすることが多く、リズムをくずして
しまいました。
今後、ドラムをやることになったら、今回以
上に家での練習をし、失敗をへらす努力をした
いと思います。
失敗することが多く、他の人たちに迷惑をか
けることも多かったんですけど、とても楽しく
充実した活動がこのカラーチームでできたと
思います。

の日がやってきた。午前中のセレモニー、直前
練習を終えてカラーチームの出番になった演
技を始めると今までの練習でやってきたこと
の成果をすべて発揮することができました。多
少のミスはあったけれど、自分の中では昨年、
一昨年以上の演技をすることができ、すばらし
い本番にでき、最高の演技でした。
今回の本番の最高の演技ができるようにな
るまでは様々な問題がありました。その１つが、
自分も含めて出席率が低かったことです。その
せいでまわりと合わせることが難かしく本番
ギリギリまでそろわなかったのが悪かったで
す。個人のキレなどもなく本番にまにあうのか
と焦っていたけれど、本番前日の個人練もあり
最後にはまとまることができよかったです。
今期は演技だけでなく、班長としての役目も
大変でした。昨年までは先輩に言われたことを
中心に自分で考えて行動すればよかったけど、
班長として伝えたりすることが大変でした、現
隊で班長はやったことあったけど、改めて班を
まとめる難かしさを実感しました。
今期の活動は、昨年以上に生活面、演技面と
もにいろいろな問題があったと思います。しか
し、最後にはみんなでまとまり最高のカラーチ
ームになりよかったです。
ここまで支えてくれた、たくさんの方々、あ
りがとうございました。
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24 期活動を終えて・・・
大豆のススメ班
横浜第 103 団 牛尾 亮介
５月３日ついにスカウトとして最後の本番
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カラーチームのかんそう
大豆のススメ班
横浜第 95 団 米澤 翔
今回は、２年目だったので、初めてのキャン
プのとき、去年カラーチームでいっしょだった
人たちに久しぶりにあい、なつかしかったです。
最初のキャンプは学校があったので２日目し
か出れなかったのですが、そのときは、しりあ
いとしか、話すことができなかったです。その
次の合宿では、２、３年目が少なく大変でした。
その次の活動は小机の本番で演技をまちがえ
てしまいました。次の次ぐらいの合宿で本番の
ポジションが発表され、自分の位置は緑の２番
だったのでちょっとしょっくでした。本番の演
技は２種類あり、覚えるのが大変で、失敗ばか
りしてしまいました。合宿も後半になってくる
と、１年目のスカウトとも話ができるようにな
り、演技もそれなりにおぼえてきてよくなって
きました。そしてリハーサルでは、雨がふって
いたのでやかつのホールでやることになり、あ
まり、リハーサルというかんじがあまりなかっ
たけれど、本番さながらのきんちょうかんをも
ってやることができました。そして５月３日の
本番の前日にあつまり練習しまた。あまり時間
はなかったけれど、みんながとてもやる気を出
してやったのでけっこーよくなりました。そし
てとうとう５月３日みなとまつり本番、あまり
失敗することなくできたとおもいます。そして、
三ツ沢に帰ってきて、夕飯をつくり、たべ、ス
タンツをし、ねて、おきて、朝食をたべ、きね
ん品をつくり、この感想文を書いています。今
回は２年目だったので教えてもらうだけでは
なく、おしえるたちばになり、その大変さがわ
かりました。
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『みなと祭り』
大豆のススメ班
横浜第 103 団 近藤 邦彦
私は、今年で、カラーチームは２年目になる。
去年の活動からかなり時間が経ち、久々の活動
となった。
去年は、フラッグの一員としてカラーチーム
に参加した。しかし、今年は、ドラムとしてカ
ラーチームに参加している。なぜ私がドラムを
選んだかはさておき、ドラムというものは、ま
ったくもって扱いが難しい。打ち方によって音
を変えてくるので、なかなか手強い奴である。
私は、バスドラムを叩くこととなった。バスド
ラムは、重低音を出すだけあり、とても大きく、
重い。最初に持った時は、こんなものを持って
行進なんてできるのか？
と思った程だ。
ドラムというのは、周りの音を聞き、みんな
と合わせなければならない。そのためには、
大変な練習が必要である。しかし、私は、個人
的都合により、あまり練習に参加することがで
きなかった。これは、大変大きな問題である本
番当日になるまで、しっかりとバスドラムの中
であわせることができなかったのだ。このこと
については、他の 2 人には、本当に申し訳ない
と思っている。
しかし、本番では、実力以上のものを発揮
でき、まずまずの結果に終わったと思う。去年、
今年でドラム、フラッグともに経験し、どちら
も、とても素晴らしいものであるということが
わかった。
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を見逃すなど惨々だった。やはり先頭というポ
ジションのプレッシャーと難しさが身にしみ
て感じられた。もし、来年参加できるとすれば、
その時のインストの方々は遠慮せず、僕を後ろ
にして下さって結構です(笑)
最後に今季お世話になった全ての方にお礼
を言わせて下さい。ありがとうございます！

2 度目のカラーチームを終えて
大豆のススメ班
横浜第 120 団 吉村 拓都
実を言えば、僕は最初に２年目のカラーのお
誘いがきたとき、あまり乗り気ではありません
でした。理由は、先輩として１年生を正しく指
導できると思えなかったからです。僕は人に何
かを教えるということが苦手だし、演技もそれ
ほど上手でないので去年は春秋通して他の人
を見るより、自分の演技に必死で余裕がありま
せんでした。
断るに断れず、何となくカラーチームに入っ
てしまったものの参加しているからにはしっ
かりやろうと、一回目の合宿のキャンプを終え、
遅れをとらない為にできるだけ合宿を休まな
いようにしつつ励んでいる内に去年は長かっ
たと感じたカラーチームの２ヶ月間はあっと
いう間に過ぎ去ってしまいました。
確かに、振り返れば先輩として至らなかった
部分は多々ありました。他の二年目の皆と比べ
て一年目を適格に指示を出せたことは全然な
かったし、三年目の先輩方に頼りっきりで怒ら
れっぱなしでした。
けれども、ハイマークで足がつりそうになっ
たり、パレードで保木さんやインストラクター
の先輩方に叱られた中でも楽しいことは一杯
あったし、本番明けの打ち上げは料理も美味く
て、皆テンションが高くて一番面白かった。
本番と言えば、今季の港祭りは個人的には失
敗でした。一番心配していたタイプのくせにな
っていた失敗はなかったものの、列からズレて
いたり、慌てて演技をミスやコマンダーの指示
9

「感想文」
スピードスケート班
横浜第 125 団 遠田 勇也
24 期のカラーチームは、一年目とはちがって
いて、一年目の時は、受身で言われてからやる
って言っていたけれども、一年目に指示をして
やるというかんじになった一年から二年に変
わったなんだなぁと思った。
今回もドラムでバスドラムから、スネアドラ
ムになりました。
COLOR-TEAM は思ったより難しくてそれ以
前にスネアドラムはとても難しくてすくまち
がえた。
本番に近づくにつれて上達はしたけれど、音
がぜんぜんそろわなかったのを強く覚えてへ
る。
２回前の合宿でシンバルをたたくパートが
ついかされて、うれしかったのたけどいざやっ
てやってみると、とても難しくてスティックを
持ちかえるのもおくれて曲に入るのがおそく
なってたくさん練習した。
リハーサルでは、けっこうパート内ではあっ
ていたけれども、ドラム内では、ありあってい
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なかったと思う。
本番はあっというまい終わってしまった。一
年生のときはまだかなぁと思いながら、やって
いたけれども、今年の本番はもうここかという
感じてすきてしまった。
今年の夏は NJ があるのでゼヒとも行こうと
思っている。

した。でも、その試練を乗り越えられたので、
僕は、自分自身が生長したな、と一番に思いま
した。
本番当日。集合場所に向かう電車の中で、
色々なことを思い考えたのを覚えています。直
前になって、考えるのはやめようと言って、本
番にいどみました。残念なことに本番で演技を
間違えることうぁ多々ありました。けれども、
歩道から見ているお客さんたちの「オー！」と
いう声や「ガンバレ」という声にははげまされ
ながら演技を読けました。そして、「ガードフ
ォルト。」と、コマンダーが言い終わりました。
終わった後の心に残った物はたのしかったと
思える他に何もありませんでした。カラーチー
ムに入って良かったとこの時思いました。

「感想文」
スピードスケート班
横浜第 125 団 金田 太樹
「１，１，１２、ガードフォルト。」このかけ
声で、三キロ半を歩き続けたカラーチーム隊の
隊列がいっせいに止まった。練習の時には、こ
の声が聞こえると、練習が終わる、とか休める
とかう感じで聞いていましたが、実際、本番に
なると、この一声でパレードが終わってしまう
と考えると、すごくさびしく感じました。
今ふり返ってみると、カラーチームの活動は
とても短く感じます。始めてのセッション。い
きなり訳の分からない英語が出てきて、驚きま
した。しかし、これが新しい世界へと飛び込ん
でいくことだと考えると、すごく新鮮で、ワク
ワクしました。三ッ沢公園で始めてポールを持
って、アテン・ハットをした時のつらさは今で
も忘れません。そこからいろんな手技、足技を
たくさんおぼえるのも、1 年生の僕にとっては
大変なことでした。ですが、先輩やインストラ
クターの力をかりて、演技にみがきをかけてい
きました。中には色々な試練がまっていました。
スカウトとインストとの意見が合わなかった
り、ポジションからくるプレッシャーもありま
10

「カラー本番を終えて」
スピードスケート班
横浜第 95 団 豊福 宏昌
昨日港祭本番が終わった。今期の活動を振り返
ってみると、色々なことがあったと思う。
僕は、今期カラーの活動には例年のことなが
ら、部活の最後の演奏会があったので第三回合
宿からの参加だったのですが、演技に関して言
うと、ドラムはすごい大変だなぁ〜という印象
をうけたと思います。人数はなかなか集まらな
いので、練習が進まない事がほどんど毎回、本
番１週間前にして全員集まって練習したので
すが、初合宿なみのレベルのものだったので焦
りましたし、本当にどうしたいいかわかんなく
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なってしまいました。毎週ここを良くしようと
思ってきても、練習不足なので、どうにもなら
なくて時間ばっかり過ぎてしまい、結局そのま
ま本番に突入してしまいました。
祭港本番は、緊張のせいか、たくさんミスが
あったので、練習でできなかったことが後悔さ
れたことです。
自分は今年班長だったのですが、班長として
何をしたらいいのかわからずに、たくさん怒ら
れてしまい、班員にも迷惑をだいぶかけたと思
います。でも、今思うと班長になれて本当に良
かったと思います。なぜかというと、班長をや
ったことによって班長どうしの、 KIZUNA が
固まったと思うからですね。
今年でスカウトとしてカラーの活動に参加
できるのは最後だったので、気合を入れていこ
うと思っていたのに、班長のしごとや、班員の
世話等々で、演技や自分の作りたいものが作れ
なかったのが残念でしたが、皆で、がんばって
１つの演技作ろうと毎週集まった事は、この先
の人生で、良い宝となるだろうと思います。今
カラーの活動に参加して本当に良かったです。

衝撃的だった。現隊との大きすぎる違い。活動
の厳しさ。練習の難しさ。全てが今までの人生
になかったことだったし、新鮮で、何より不安
で仕方がなかった。
次第に難しくなっていくセッションの中で、
私が見たものは、大きすぎる劣等感だった。練
習を重ねるも、その感覚は冴えることはなかっ
た。何度も怒声を浴びた。瞳に水が溜まるのを
必死にこらえ、死にもの狂いでみんなについて
いった。
そうした努力も実りを見せ始め、仲間とのつ
ながりも深まっていく中で転起が訪れた。
何とレッドフラッグの先頭に選ばれたのだ。
「無理だ。」 頭の中で無意識にそう思って
しまった。実際、希望が持てなかった。いたる
ところでミスをし、下手な自分がなぜ先頭にな
ったのか、理解不能だった。
自信がない、どうしよう、。そんな考えが脳
の中でうずまいた。一度は辞退も考えてしまっ
た。しかし、そうした中である決意がかたまっ
ていった。
「やってやろう。
」
その日から、いつも以上の練習態度でとりく
み、家でも自習もかかさなかった。本番への期
待のようなものが高まるのを感じられた。
そして本番。最高に楽しかった。
最後にインストと握手をかわした時、相手は
涙していた。自分も目頭が熱くなるのを感じた
が、まだまだ先は長いんだと自分に言いきかせ
ながら、私の港祭は終わりをむかえた。

「24th PERSPEX」
スピードスケート班
横浜第 77 団 東仙 貴光
自分にとって、PERSPEX の活動はあまりにも
11
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「感想」
浅田真央１５歳班
横浜第 103 団 佐藤 元紀

「最後のカラーチームを終えて」
浅田真央１５歳班
横浜第 95 団 泉 龍太郎

今回のカラーチームはスカウトとして出れ
今年は、二年目で今年もフラッグで参加しま
る最後の年でした。高校三年で受験の年であり、
した。
最初は参加するかどうか迷っていたけれど、結
今年は、人数少なかったのでフラッグは４×
果的に参加してすごくよかったと思いました。
４の 16 人、ドラムは９人でした。
班長の年代でカラーチームにきて最初の活
今年の３年目は、保木君と午尾君と泉君と吉
動では人数が少なく、すごく不安になったが、
住君と豊福君です。
２、３回活動するうち人数もギリギリそろい始
今 回の演技 は、 SATSUKI の 手技と足 技の
め、やっと本番にのぞめる気がしました。自分
NAYUMI とマルスマーチの三種類でした。
はドラムを選び、スネアドラムを叩くことにな
SATSUKI で、一番いいと思ったことは、サン
りました。小机城址は、けっこうみんなスムー
タモニカオーダーアームでパサパサと右前か
ズに覚え演奏できたのに対し、みなと祭り本番
ら左後ろにななめに行くのが本当にカッコよ
の演奏は、けっこう難しくなかなか合わなくて
かったです。
焦りました。けれど、リハーサルを終えてみん
NAYUMI は、MRP でのスライドアックスで去
なの集中力も高まってきて、だんだんと合うよ
年習っていない技なので、メリハリがあってよ
うになりました。そして、本番当日を向かえ、
かったです。
少しあわただしかったけれど、最高の演技をし
今回、一番かんどーしたのは、やはり・・・
て本当を終えられたと思いました。
本番だと思います。終わってから、みんなテン
最初は、みんな初めて会った人が多く、息が
ションなど全部アゲアゲでした。
あわず、生活面でもスムーズにいかない事が多
みんなで作ったごはんもおいしかったです。 かったけれど、合宿を重ねるにつれて、みんな
中華丼、ギョーザ、パスタ、スコッチエッグ風
率先して動くようになってきたし、片付けや掃
どれもぜんぶよかったです。
除もスムーズに終わるようになっていて、チー
スタンスも、バリバリもりあがっと思います。 ムワークがすごい高まっていたのを感じるこ
スタンツのあとの、ドッキリもとてもおもし
とができました。
ろかったです。これが、カラーチームなんだぁ
今まで三年間カラーチームやってきて、今回
と思いました。またこのメンバーでやりたいな
もすごくいい思いでつくることができました。
ぁーと思いました。
いままで支えてくれてありがとうございまし
た。
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カラーチームの感想
浅田真央 15 歳班
横浜第 103 団 加藤 駿作
今期は２年目ということで参加したわけで
すが、とにかく休みが多くて迷惑ばかりかけて
すみませんでした。でもその少ない練習の中で
も一生懸命やればなんとか演技は覚えること
が出来良かったです。そして本番ではテレビ中
継が終ったところで間違えてしまってそこか
らリズムがくずれてズルズルいってしまいま
した。道がせまくなるところは前の人との４歩
間をとるのが難しくあやうくスライドキャス
ティングがささりそうになりとてもひやっと
しました。でも去年より 100 倍は良くできたと
思います。だから自分的には満足できてとても
充実感でいっぱいです。今回は小机はでられな
くてとても残念でした。2 年目は中間で先輩の
サポート、後輩の面倒見などしてとても大変な
ことばかりでしたがやりがいのある仕事でと
ても良かったです。本番が終った後の打ち上げ
では自分たちでの夕食作りがまっていました、
うち浅田真央 15 歳班はギョーザを作りました。
つつむ作業を 80 回やったのでギョーザ作りが
上手くなりました。しかし先輩たちが焼き方を
失敗して見た目はボロボロのグチャグチャで
したが味はけっこういけるので良かったです。
他の班の飯めとてもおいしくてすごかったで
す。スタンツも微妙でしたがとてもおもしろく
て良かったです。今回は参加時間が短くて残念
でしたがとてもおもしろく、達成感がありとて
もいいものが出来て良かったです。これもリー
ダー、インスト、上班、その他大勢の人たちの
おかげですありがとうございました。
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感動できるし、友達もできる
浅田真央 15 歳班
横浜第 20 団 中原 佑理
「カラーチーム」
。自分は原隊の先輩から、「き
びしいけど感動できるし、友達もできる、一度
やったほうがいい。」と聞いていた。その言葉
の中で一番目立っていたのが、「きびしい」の
四文字である。
自分は昔から根生がなく、中学でやっていた
部活も途中でやめてしまうような、とにかく根
生が無かった。しかし、原隊からの強制もあり、
やってみる事にした。
カラー初日はなんとキャンプだった。初めの
セレモニーで隊付から一発、「忘れ物したらセ
レモニーに出れないから気を付けて」
きびしい、その時は、忘れ物は無く、セレモ
ニーに出れた。そのキャンプでは最後の日に体
調をくずしてしまい、途中でリタイア。
その後も休んでしまったり、途中で抜けたり、
途中から入ったり、なにかと落ち付かない感じ
で練習する日々が続いた。
本番前の合宿、みんなから少しづつ遅れてい
る自分はとにかく気合いを入れて頑張った。
とにかく焦っていた。先輩からも自信をもて
と言われ、最後のセッションは全部出しきるつ
もりでやった。
本番当日、演技はもう体に染み込んでいた。
いろいろな人から、アドバイスをもらって、本
番は始まった。
広い道に出て、行進を始めてからは、あまり
覚えていない。今になると意識が飛んでいたよ
うな気がする。
でも終ったあと、とてもうれしかったのはは
っきり覚えている。涙も心の中では出てたと思
う。
本番が終って、カラーチームはきびしい他人
の集団から、自分の居場所になれたと思う。
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カラーチームの感想
浅田真央 15 歳班
横浜第 103 団 吉住 篤
3 年生として第２４期カラーチームに参加し
て、いろいろな事を思いましたが、今季は疲れ
ました。まず今季の活動に参加するか去年同様
に迷いました、だが皆がやるので、参加しない
と仲間外れみたいな感じがしたので参加を決
意しました。最初の第一回活動の時からいろい
ろ変わったことがありました、上班が見たこと
の無い人だったり、人数が極端に少なかったり、
三年目で俺だけ班長じゃなかったりして、はっ
きり言って不安しかなかったです、しかし班長
の苦労は去年の秋活動で知ったので、その時は
班長じゃなかったのは嬉しかったです。
第二回活動からはセッションが始まりまし
たが、毎回遅刻してセッションにでる時間は少
なかったですが、一応三年目なので安心してい
たら、予想以上に体の衰えを感じて、最初の方
は初心に帰って頑張りました。合宿を数回やり
小机城址祭本番の前になっても演技があまり
進んでないので、本番はどうするのかと思いき
や、本番は基本的な手技だけと知り、港祭本番
に間にあうか不安でした、いざ小机城址祭本番
をやってみると、不安が当たり演技はうまくい
かず、打ち合わせの手違いで二回目の本番を失
敗するなど、大変でした。小机が終った後はい
よいよ港祭本番に向けて練習が本番になると
思った矢先に、なぜかタイムキーパーという面
倒臭い役目をもらいましたが、最初の方は自覚
が無く何回も注意されました、ちょうどその頃
に三年目にあるまじき問題を起こしてしまっ
14

たうえに、忘れ物をしてしまい、散々怒られま
した、しかしその後、前よりかまともになり、
タイムキーパーとしての仕事も忘れないよう
になりました。
本番当日は、去年同様遅刻した人がいたので、
チーフ授与式は後回しになりました、埠頭で練
習している間も不安でセッション中にミスを
多発してしまい、そのまま本番に望みました、
本番は三回目なのに緊張しました、だが本番中
にも関わらず、セッションみたいに注意してる
人がいたので、本番くらい本人に任せてやれよ
と思いました、今回は目立つミス
を何回かしてしまったので残念です、それより
も今回のパレードで気になったのは拍手でし
た、去年に比べて格段に少なかったのが、とて
も残念でした、本番終了後には、皆からの荒い
もてなしを受けて、無事に終えることが出来ま
した。
今季のカラーチームはまだ１４NJ を残して
います、今年は受験もしないといけないので、
港祭は通過点なので、気を緩めずにいきたいと
思います

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
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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『感想』
浅田真央 15 歳班
横浜 125 団 小島 聡
今回のカラーチームは、２年目ということ
で、去年よりも少し高い地位にいました。
やっぱ、2 年目だと、皿洗いの仕事なんかは、
1 年生がやってくれて、去年よりも楽でした。
今年もフラッグとドラムを選ぶときは、早速
でドラムを選びました。理由は、去年、自分は
バスドラムをやっていたけど、その時にマルチ
タムが見ていてかっこいいと思い、自分もやっ
てみたいと思ったので、ドラムを選びました。
ドラムのオーディションを受け、見事に、マ
ルチタムに選ばれ、うれしかったです。
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マルチタムは少し重くて、腰がすごく痛くてつ
らかったです。でも、スネアとバスドラムとシ
ンバスと合ったときはすごく気持ちよかった
です。
24 期でやった曲は、マルスマーチと、カラー
チームだったけど、マルスマーチは、はっきり
言って余裕でした。
カラーチームの方は、少し難しいというレベ
ルでした。でも、スネアと 16 分音符を合わせ
るというのがけっこう苦労しました。
本番は、スネアと合っていると自分で感じ
ました。お客さんから拍手をもらったとき、す
ごく嬉しかったです。
またこのメンバーでもっと高度な演技、演奏
に挑戦してみたいです。
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Ⅲ．スタッフ 感想文

スカウトを統括して
上級班長
横浜第 79 団 中井 佑亮
カラーチームへの参加は 2 年ぶりでした。受
験という山を越えて、新しいことに挑戦してみ
たいという思いで参加しました。今回、上班に
なるにあたって、大変な決意が必要でした。今
までの経験上、中途半端にやるのならやらない
方がましだと思っていたからです。そういう意
味で、今回のカラーチームの活動は満足できる
ものでした。上班の仕事を完璧にこなせたとは
思いませんが、自分自身の中では妥協せず最後
までやりきったと思えます。
カラーチーム隊の上班の仕事は本当にたく
さんありました。しかし、そんな仕事だからこ
そ、そこから学ぶことは多かったです。時間の
管理や、ティーブレイク、レクの企画などのス
カウトの生活管理は大変忙しく、一人ではとて
もやりきれない仕事でした。今期、良い形で活
動できたのも、隊付をはじめとする多くのほか
のリーダーの協力があってこそだと思います。
しかし、まだまだ至らない部分もたくさんあり
ました。ほかのリーダーに任せきりになってし
まったり、時間の管理が行き届かなかったこと
も多々ありました。ですが、一度おかしてしま
ったミスを二度は絶対しないようにしようと
いう思いで何とか乗り切ることができました。
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この 3 月から５月にかけてのカラーチームの
上班としての経験はほとんどの人が経験でき
ないものでしょう。この貴重な経験を今後いろ
いろなところで活用し、また多くの人に伝えら
れたらと思います。

今期カラーチームを振り返って
隊 付
横浜第 73 団 丸山 春菜
今年は、上班・隊付年代ということで初めて
のリーダーとしてカラーに参加しました。昨年
までとは、やることが全く違ってとまどうこと
が多々ありました。
リーダー研修のときは本当にボーイスカウ
トをやめたいと思っていた頃だったのでカラ
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ーに対する前のような情熱！？みたいなのが
全くありませんでした。また、３年間ずっと一
緒に頑張った仲間の参加もなく不安でいっぱ
いでした。
初回の合宿は野営で、遅くまでのリーダー会
と慣れないスカウトへの対応と、肉体的にも精
神的にもかなりキツかったです。スカウトどう
やって話していいのか、何を話せば良いのかわ
からず、とまどいました。
正直、最初は本当にヤル気を出すことで精一
杯でした。スカウト一年目のときよりも緊張し
ていた気がします。
しかし、先輩達からのアドバイスや同年代の
仲間からの励ましもあり、合宿の回を重ねる度
にスカウトとも普通に話せるようになりまし
た。というよりは、スカウト達と一緒に話した
りセッションができることが私にとって励み
になりました。
合宿も半分を過ぎたあたりからは、最初のよ
うなとまどいはなくなり、自分からスカウトの
輪へ入っていくように心がけました。ただ、私
は女子ということもあり皆、話しにくいのでは
ないかという不安もまだ残っていました。
しかし、カラーで生活する中で性別は関係な
いと改めて思うようになり、スカウトの時には
なかなか１歩踏み出せず殻にとじこもってい
ましたが、今年はその殻を突き破ることが出来
たと思います。
スカウト達が一生懸命にセッションに取り
組み成長してくれたことが、私にとって１番や
りがいを感じられました。また、スカウト達が
頑張っていたから私も頑張ることが出来まし
た。リーダーの先輩方、そして同期の２人、最
後まで頼りない私たちについてきてくれた後
輩達、本当に皆には感謝の気持ちでいっぱいで
す。
２４期に参加して、本当によかったと思いま
す。ありがとうございました。
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二十四期カラーチームを振り返って
隊
横浜第 79 団 岸

付
拓磨

私は今年の二月から上班・隊付年代として活
動してきました。しかし普通なら初回合宿まで
には確実に決まっているはずの『上班』すら決
まっておらず色々とインスト陣やリーダーの
方々にご迷惑をおかけしました。ご迷惑をかけ
る度に、どこかでその分を取り返してやろうと
思うのですが、逆にあせりすぎてしまいさらに
ご迷惑をおかけしてしまう自分自身という自
分の技術の低さに悲しさと未熟さを痛烈に感
じました。でもこんな私にも一つだけ自信があ
るモノがあります。それはスカウト達と時間が
空いていれば話すことです。スカウト達と話し
ていると、その日の感想や希望など色々と聞け
て自分が知らないスカウトが見えてくるのが
分かりました。そんなスカウト達と五月三日の
横浜仮装行列に向かって進んでいくんだなと
思いました。そして雨の中でリハーサルをやり、
二日にはスカウト達と共に自主練習を行って
本番への準備を整えました。
本番当日は朝の気温は低かったものの前日
の天気とは比べ物にならないぐらいの快晴と
なりました。山下公園で授与式を行ない皆、本
番直前の練習を行いました。自分は国旗が担当
だったので直前の練習では直接スカウトたち
の演技を見ることができなかったのですが、フ
ラッグは声、ドラムは曲が良く出ていたので
『やるぞ』という気持ちが伝わってきました。
そしてその気持ちを抱いて本番へ挑み、最後ま
ですばらしい演技ができたと思いました。
この長くて短い約三ヵ月の活動の中で辛い
事や楽しいこ事色々ありましたが、今まですば
らしい思い出になりました。皆さん感動を有り
難う御座います。
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「第２４期カラーチーム みなと祭を終えて」
インストトラクター
横浜第 19 団 高野 雅志
私はこの第２４期 横浜カラーチームに１
年目の、初めてのインストラクターとしてこの
活動に参加しました。第２４期参加のきっかけ
は、今までスカウト時代に３年間、第 23 期に
秋活動の隊付として４年間このカラーチーム
に参加してきたことです。私にとってこのカラ
ーチームでの４年間は非常に充実した、自分が
成長できた 有意義な時間であったと思いま
す。そして２４期の指導者の募集を知ったとき
には胸躍る気持ちで登録しました。
今期のリーダーとしての役割はインストラ
クターとしてであり、昨年の隊付で活動した時
と同様に右も左もわからないことだらけでし
た。しかしそんな状態で今日まで役職をこなす
ことができたのは同期の仲間たちがいたから
だと思います。カラーチームでは縦の上下関係
もありますが、それ以上に横の関係が強くなく
てはならないと思っています。聞いたところに
よりますと、今期はインストラクター全員がイ
ンスト１年目ではあるが、人数は６人と例年よ
りは多いということでした。これは私にとって
大きな力となっていたと思います。
スカウトについて私の観点からの意見です
が、今期では私が思っていたよりもインストラ
クターとスカウトの距離が縮まっていたので
はないかと思います。もちろん、インストラク
ターよりの上班・隊付の方がスカウトとは親密
であるのですが、比較的にインストラクターが
スカウトと仲良くカラーチーム隊の活動をで
きたいたのではないかと思っています。これは
初回活動の鉄（くろがね）野外活動センターで
のキャンプに理由があると思いました。このキ
ャンプでは上班・隊付によりもインストラクタ
ーの方がスカウトとかかわっていたからだと
思います。私は去年の秋活動の隊付では、スカ
ウトに対して辛く・キツク接していたと思うの
で、その帳尻あわせではありませんがスカウト
ともっと親密になりたいという気持ちでした。
このキャンプは生活面・お互いの強調面で良い
ものとなりました。特にスカウト１年生は自分
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から積極的にインストラクターに質問に来て
くれました。そのときは非常にうれしかったの
ですが、後なって思い起こすと、インストラク
ターに聞きに来る前にまず上班・隊付に聞きに
来るべきであると思ったのです。なぜならスカ
ウトの１番近くにいるべきリーダーは上班・隊
付だからです。その点ではインストラクターは
スカウトに身近になりすぎたのではないかと
も思えます。しかしながらそのことは隊として
マイナスなことにはならず、むしろプラスな方
向へ働いたのでよかったです。今後はカラーチ
ーム内外を問わず、このようなことにはより善
処していきたいです。
また今期はスカウトの成長が顕著に現れて
いたと思います。活動の前半ではスカウト全体
のモチベーションはあがっていませんでした
が、活動・合宿が後半に入ると全員が危機感を
持ち始めて、演技面・生活面などで積極的に動
けるようになって頼もしく思いました。１年生
は先輩スカウトからただ指示を待っていただ
けだったのが、自分から仕事・作業を探せるよ
うになり、２年生はただ単純に作業をこなす状
態から１年生に声をかけながら作業をできる
ようになったと思います。そして３年生は班長、
最上級生として後輩スカウトたちを、まとめあ
げ、引っ張っていける力をつけられたと思いま
す。
今期の活動はまだまだ１４NJ や、秋活動と、
活動が豊富ですので常に自分と回りが成長し
つづけられるような行動を心がけてがんばっ
ていきたいと思います。
私はこの２４期みなと祭りのメンバーとな
れて とても嬉しく、楽しかったです。
最後にみなさん、お疲れ様でした。そして あ
りがとうございました。
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さて、リハビリも終え多くのことを学んだ以
上、来年はもっと面白くします。他に類をみな
いフラッグチームと一緒にいる僕らドラムチ
ームもあまり見当たらないタイプです。この特
異なドラムチームをフラッグを食わずにもっ
と目立たせようじゃないですか。

24 期をふりかえって
インストラクター
横浜第 35 団 喜納 彬光
一年のブランクを経てカラーに舞い戻って
きました。その一年の間に色んなことを僕も学
んできました。ただ、戻ってきてみると割と責
任ある立場になってて戸惑いました。今回ドラ
ムはフラッグと違ってインストより上にドラ
ム経験者が一人もいなく、本当にインスト一年
目三人でみなとまつりまでやっていくことに
なってしまいました。
さあ大変ってことで、目標を決めました。そ
れもなるべく具体的な目標を。初めてドラム触
る人でも分かる目標を考えて、「音を一つに」
としました。目標を分かりやすくしたところで、
僕自身もとてもやりやすくなりました。音が一
つになった時は鳴らした後本当に気持ち良く
て、それをスカウトに感じさせるのが大事だと
思い色々やってみました。どれくらい伝わった
かは分からないから、セッションの終わりの挨
拶の声やスカウトの目で様子を見てました。初
めて曲をみんなで演奏して音が一つにまとま
りかけていた時は、いい目してたんじゃないか
な。みなとまつりを終えてみて、僕はこの目標
はよかったなと思えます。
責任がある立場にいるってことは気が抜け
なくて、知らないうちにみんなの癖や上達度な
んかも分かってきます。飲み込みが早いのもい
れば、できなくても家でしっかり練習してきて
間に合わせるのもいる。どっちも時々びっくり
してました。
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『一期一会』
インストトラクター
横浜第 79 団 山内 賢輔
今期カラーチームをやって本当に良かった
と思った。
今年はインストラクター1 年目ということで
演技面の事を教えると思っていた。
けど、インストをやっていて、演技面だけで
はなく、生活面や色々な事を教えなければなら
なかった。しかし、初めてのインストでのイン
ストで色々な面で不安でした。演技では「どう
やって教えればいいか？」「どうやったら分か
りやすいか？」など、分からなく、リーダーの
方々や先輩の方々に教えて頂き、自分でも成長
したと思います。自分は９月から就職で、来年
は今年のようにできなくなってしまうと思う
ので、すごく悔しいと思う。けど、来年は今期
のインスト陣とやれて良かったと思います。今
期は 6 人という人数でやって意見が合わなかっ
たり、助け合ったり、色々な事があったけど、
みんなでできて本当に良かったと思います。
自分は、今期カブスカウトの統括をまかせら
れて、色々難しい事もあったが、カブスカウト
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の後を歩き、みんなの演技を見ていて、一生懸
命やっているのがすごい伝わってきて、心の中
で「頑張れ！頑張れ！」と何回も言っていた。
本番が終わり、スカウトが自分に「ありござ
いました！」と言われた時に、本当にインスト
をやって良かったと思った。これからもカラー
チームをやっていって色々な感動を味わいた
いし、少しでも多くの感動を伝えたいと思う。
自分にとってカラーチームで出会った仲間は
大切な宝物だし、味わった感動は自分を大きく
させる糧と思う。

２４期みなと祭り、感じたこと
インストラクター
横浜第 103 団 池田 敬人

今期のカラーチームに来るまで一番不安だ
ったのは、ドラムのインストラクターとしての
技術不足だった。一昨年隊付として参加した時
にそのことを実感し、今まで練習して改善して
きたつもりだったが、なかなか不安を払拭する
ことはできなかった。
しかし今期来てみるとまた別のことに戸惑
った。それはインストラクターとしての仕事以
外の別の仕事が思ったより多かったことだっ
た。例えば、初回三日間の野外キャンプの企画
「みなと祭を振り返って」
や食事づくりの仕事をインストの仕事と両立
インストラクター
してやらなくてはならなかった。
横浜第 95 団 豊福 崇裕
自分は日程途中から食事の担当になった。仕
事の内容は主にメニュー決め、材料の買出しで、
みなと祭本番を終えて思うことして、自分が
メニュー決めは大内副長補、買出しは田原副長
インストラクターとして何ができたかという
補の指示を受けて、毎回行った。思い返すとや
ことが挙げられる。限られた時間の中でスカウ
はり予算と食事のボリュームとの折衝が難し
トに、そして上班・隊付に少しでも有意義で楽
く、朝食の調理時間の節約や奉仕の方との連絡
しい活動をしてもらえたらと思い指導にあっ
が食事担当として特に頭を悩ませたことだっ
てきた。フラッグの演技が上達することよりも、 た。
一人でも多くの仲間を作ってくれたのなら、そ
ドラムのインストとしてはカウントがひど
れほど嬉しいことはない。
くズレることはなかったし、号令もそんなに間
かく言う自分も同じインストラクターの仲
違うことはなかったので、一応インストとして
間がいなかったら、みなと祭を無事、成し遂げ
の仕事はできたと思う。またドラムスカウトが
ることはできなかったと思う。また、このイン
不足していた関係で本番はバスドラムに入っ
ストラクターは皆、スカウトの頃からの付き合
て演技をした。自分は、バスドラムを演奏する
いなのだが、彼らがいなかったら現在に至るま
のは初めてで、他のスカウトと一緒に試行錯誤
でカラーチームを継続することはできなかっ
しながらバスドラムとドラム全体で曲を完成
たであろう。つまり、スカウトの頃は毎週毎週
させていった。最初は本当に下手で、インスト
厳しい練習をし、それでも先輩に怒られていた。 としての立場がなかったが。皆とともにセッシ
リーダーになってからは、土日だけでなく、平
ョンを重ねていくにつれて、どうにか人様に見
日にも深夜まで、時には朝まで会議をすること
せられる演技は完成できたと思う。素人同然だ
もあったし、理不尽と思われるようなことで責
った自分の演技の完成を共に手伝ってくれた
められることもあった。それでも今の自分があ
東海林スカウト、近藤スカウトおよび丸山隊付、
るのは、支えてくれる仲間がいたからである。 喜納インスト、渡辺インストに感謝をもってこ
スカウトには、ボーイスカウトに限らず、大切
の感想文を終らせていただきます。
な高校時代に一人でも多くのそういった仲間
を作ってもらいたいと思う。また、自分として
もその機会を提供できるのならば、これからも
カラーチームに携わっていきたい。
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何かクサイ事書いてる感想文
インストラクター
横浜第 125 団 渡辺 直人

「あゆみ」

俺がカラーの感想文を書くのは今回で５回
目なんだけど、未だに何を書こうか悩む。
…俺は今回インストラクターになったんだ
けど、ちゃんとできていたのだろうか？多分全
然インストとしての仕事を出来ていなかった
と思う。そりゃ最初から完璧に出来る奴はいな
いと思うけど…。でも精一杯やったと自分は思
う。でもずっと不安だった。俺がスカウトの前
に出て何かを教えるって事が。俺は皆に何を教
えられるんだろう？ってずっと思ってた。今ま
でカラーやってきてこんな事思う日がくるな
んて思ってもみなかった。今まではただがむし
ゃらにやってきたのに…。俺は正直スカウトに
戻りたい。でも過去に戻る事は当たり前だけど
できない。仮に戻れるとしたらきっと俺は実際
には戻らないと思う。ってか戻らない。過去に
戻ったら今の自分はいない。って自分で思って
いるからだ。俺は今の自分がけっこう嫌いじゃ
ない。その｢自分｣を捨ててまで過去に戻ろうと
は思わない。結局のところ前に進むしかない。
｢あの頃があるから今の自分がいる｣って思っ
てる。
って何かすごい真面目な感想文になってる
な…。感想文かどうかも怪しい。とりあいず今
回学んだ事は、失敗を失敗として残すんじゃな
くて、失敗を次の成功に生かす、って事。偉そ
うな事言ってるけど、俺みたいなハンパ者がこ
んな事考えられるなんて今まで知らなかった
よ実際。カラーってすごいね。日にちに換算す
るとだいたい半月ぐらいの日数でこんなにも
思う事があるなんてね。
最初の方で何を書こうか悩むって言ってた
けど、書き始めるとスラスラ書けるもんだね。
最後に、今回はいつもの｢楽しかった｣じゃなく
て、別の意味で｢楽しかった｣です。
最後まで読んでくれてありがとう。
。
。
また皆にどこかで会える日を楽しみにして
ます。
ありがとうございました。そしてお疲れ様で
した。

２４期カラーチームのみなと祭も無事成功
することができた。２４年間あゆみ続けて来た
カラーチーム、しかし、カラーチームはただ継
続し続けてきたわけではないと思う。毎年毎年
みなと祭に出るということは変わりのないこ
とだが、毎年カラーチームのスタッフやスカウ
トは入れ替わり、その期のカラーチームを作っ
ていく。
今期２４期はインストラクターも全員初め
てのインストラクター、上班隊付も初めてのス
タッフ、副長や副長補に叱られながらも、それ
ぞれみんな熱い思いをもってカラーチームの
ためにがんばってくれたと思います。そして、
そのがんばっている姿をスカウトたちはしっ
かりと見ていたと思います。
スカウトたちは副長や副長補ではなく上班
隊付やインストラクターを先輩として尊敬し、
ついていったのだと、みなと祭本番やその後の
打ち上げを見ていて感じました。そして、その
スカウトたちもいずれ上班隊付やインストラ
クターとなりカラーチームが歩み続けていく
原動力となってくれたらと期待しています。
カラーチームはスカウトとローバーのスタ
ッフで成り立っている活動です。熱い思いを持
った先輩スカウトが後輩にそれを伝えていく
ことが出来れば必ずカラーチームはこれから
先もあゆみ続けていくことができる。それには、
カラーチームを経験したベンチャー、ローバー、
一人一人が後輩にその思いを伝えていかなけ
ればいけないと思う。
また、私もカラーチームを支えてくださる保
護者、原隊リーダー、OB の方々数え切れない
ぐらいの人へ感謝をし、これからもカラーチー
ムが歩み続けていけるよう副長補として熱い
思いをもって活動していきたいと思います。
みなと祭お疲れ様でした。→ さぁ〜これから
１４ＮＪの活動がはじまるぞっ！ どんなこ
とでも良いから 日本一だと誇りを持てるカ
ラーチームにして行こう！ それを作るのは
スカウト自身！ きっと俺たちなら出来る。
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インストラクター（副長補）
横浜第 20 団 田原 雅浩
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伝統と進化
インストラクター（副長補）
横浜第 95 団 大内 義也
１０年前にベンチャースカウト３年間その
後、上級班長の役務を経てしばらくカラーチー
ムを離れていましたが、７年ぶりにカラーチー
ムに復帰し、みなと祭も終わり早くも３ヶ月が
経ちました。
私自身が現役ベンチャースカウトの頃や、上
級班長の頃とはカラーチームの運営の仕方や
組織体系が進歩していて、古い体制で育った私
が現在のカラーチームにフィットするか？必
要か否か？がスタッフになるときの不安でし
た。
しかし、他のスタッフの皆さんやスカウト達
と触れ合い、三ツ沢野活のあの雰囲気に、その
不安もすぐに消えました。
昔のカラーチームと現在のカラーチームは
全く違うものだと言われる方もいらっしゃい
ます。私自身もそう思っていた一人です。確か
に運営の仕方や組織体系は変わりましたが、昔
も今も大切なところは変わっていません。
それは、隊長はじめ各スタッフ、各スカウト
が熱く強い意志を持ち、カラーチームを良くし
て行こうと思っていることです。
この思いこそがカラーチームの伝統であり、
次世代に伝えなければならないことだと思い
ます。この伝統と今のカラーチームの良いとこ
ろを融合して、カラーチームが更なる進化をし
ていくようにスカウト、スタッフが共通意識を
持ち協力し合って行かなければならないと思
います。
スカウト、スタッフの距離を縮め意識の一本
化を目指し明るく、活気溢れるカラーチームに
して行きたいと思います。
みなと祭は終わりましたが、やっと２４期が
始まったばかりです。今年は第１４回日本ジャ
ンボリーも開催され、例年よりもカラーチーム
のチームワークや進化が問われる年でしょう。
スカウトの皆さん、スッタフの皆さんしっかり
と伝統を伝えながら、更なる進歩を目指し気合
を入れて活動に取り組んでいきましょう！
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06 年みなと祭を終えて
インストラクター（副長補）
横浜第 133 団 生嶋 則明
改めまして、みなと祭活動お疲れ様でした。
今期は学生から社会人になったということで
カラーに対する関わり方にも多くの変化があ
りました。活動にも毎回参加することはできず、
自分の職務を全うできたとは思えないという
のが正直な感想です。
しかし、その分今まで見ることができない面
からカラーと自分の関係を見つめなおすこと
ができました。私の現在いる研修所には多くの
同期がいます。そして、私が彼らと最も異なる
という点はどこにあるのか、という問題を考え
たとき、私はまずカラーを考えました。カラー
でリーダーをしているということが私の強み
であると考えました。従って、研修所からの活
動参加は辛いものがありましたが、何とか本番
も参加することができました。
本来、後輩を指導・管理する立場にあるので
すが、活動や会議に参加することができず、お
手本となるような行動をすることができなか
ったのが反省点です。そして、社会人になって
もこのような活動を続けていくことの難しさ、
そして素晴らしさを実感することができまし
た。
これから夏に向けて NJ もあり、忙しい時期
ではありますが、カラーの為に、スカウトの為
に努力していきたいと思います。
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24 期カラーチームみなと祭を終えて
副 長
横浜第 10 団 遠藤 洋平
24 期カラーチームも無事にみなと祭を終え
ることが出来ました。
スカウトのみんな、お疲れ様でした。隊長は
じめスタッフのみなさん事前準備からお疲れ
様でした。
カラーチームに関わってきて、初めてみなと
祭り本番に参加することが出来ず、当日のあの
独特な雰囲気を共に過ごすことが出来なかっ
た事が、とても残念で仕方ありません。短い間
ですが、楽しいこと、辛いこと、哀しいことい
ろいろあったとは思いますが、当日すべてを出
し切れたことと思います。
既に本番当日から数日経って、学校に通い、
部活・バイトと普段の生活を取り戻していると
思います。生活は２ヶ月前となんら変わりは無
いと思います。
しかし、この短い間で普通の高校生では出来
ない経験をし、普段出来ない仲間が出来たので
はないでしょうか？
私自身が思うことですが、カラーチームで出
来た仲間というのは、ほかの仲間とはちょっと
違う感じがします、今年は初の試みとして合宿
中に OB 会を開催したくさんの OB の方々が参
加してくださいました。
みんな久しぶりに会ったにもかかわらず、ス
カウト時代と変わりない笑顔を見せてくれま
した。たぶん 5 年 10 年経っても変わらないと
思います。
今年は、運よく第 14 回日本ジャンボリーも
開催されます、さらによい経験を仲間たちと共
有できることでしょう。
そんな良き仲間との出会いを大切にしてく
ださい。
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みなとまつりを終えて
副 長
横浜第 79 団 佐久間 啓子
スカウトの皆、スタッフの皆さん、お疲れさ
までした。
私にとってこの春の合宿は、カラーチームの
『あたたかさ』を感じるものになりました。皆
の優しさを随所に感じ、心温まる思いでした。
スタートした時は、スカウトの人数が少なか
ったり、スタッフ同士の連絡や作業が順調に流
れなかったりと、ずっと不安材料いっぱいで動
いていた気がします。そして、本番直前までゴ
タゴタしていましたが、終わってみればスカウ
トにもスタッフにも心に通じるものが生まれ、
いつもにも増して熱い涙を流して手をにぎり
あい、肩をたたき、そして胴上げへと、その熱
い思いがとどまる事のない様子に、隊長と顔を
見合わせ、再び涙が溢れてくるのでした。
今期、ドラムの目標として、音を一つに、と
掲げていましたが、それはチーム全体にも同じ
ように言えることでした。『心を一つに』と。
きっと、みんなの心は一つになったと思います。
ドラムの音のように。
心優しい 24 期のメンバーと共にいられる心
を一つにして活動できることを嬉しく、幸せに
思っています。みなさん、本当にどうもありが
とうございました。
そしていつも思うことですが、カラーチーム
を見守り応援してくださる全ての方に感謝の
気持ちでいっぱいです。それらの人たちがいて
こそ、カラーチームが成り立っているのです。
24 期はまだまだ続きます。これからも感謝の
気持ちを忘れず、心を引き締めて今後の活動に
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取組んで行きましょう。

に一生懸命に演技や指導方法を考えたり本
気で怒ったりしている姿勢を見たからだと
思います。全体的に振り返ると本当にイン
ストラクターに恵まれたのだと思います。
みなと祭を終えて
２つ目の目標に対し今年を振り返ると完
副 長
全に成し遂げたとは言い切れないと感じて
横浜第 95 団 中村 友哉
おります。先ず私の今年の目的は【インス
トラクター以下指導者が５月３日を終えた
私は副長になり今期で３年目になりまし
時に職務をやり遂げた達成感やスカウトが
た。私の過去２年間の大きな反省は２つあ
感動している顔を見て指導者たちも感動し、
ります。
本番終了後にスカウトと一緒に涙を流させ
１つ目はインストラクターに対し本気で
る。その為に、日々副長として何をすれば
注意する（怒る）ことが、「嫌われたくな
良いのかを考えながら行動をする。】でした。
い！」
「人間関係を壊したくない！」等の理
何故完全に成し遂げれなかったかを振り返
由で出来ないといった点であります。スカ
ると一番は妙に私の中で管理職の立場にな
ウトの為に自分の意見をインストラクター
り机上で上手く指導や計画をたてていた事
にぶつけるぞ!!と今年は意気込んで参りま
だと思います。実際に現場に出て自らが動
した。
き最後には達成感をスカウトやインストラ
２つ目は仕事と言う理由でカラーチーム
クター以下指導者と一緒に感じるぞ!!とい
副長の職務から逃げているといった点であ
った強い思いが欠けていたのだと思います。
ります。社会人となり平日は終電近くに帰
スカウトや他指導者が達成感を味わうこと
宅をし土曜日、日曜日もクライアントの都
が出来るように考えて行動をすることは勿
合で呼び出し出勤等があり気持ち的にも現
論のこと自分自身も達成感を掴み取るよう
実的にもなかなか本気になれず 5 月 3 日の
な意気込みでいないと 2 つ目の目標は達成
本番まで何も副長としての目標を持たずに、 できないと強く実感致しました。
ただ居るだけ、ただ 5 月 3 日の期日が来る
今年はジャンボリーもありまだまだスカ
のを待っている状態が現状であり、今年は
ウトやインストラクター以下指導者と接す
目的をもって 3 月〜行動をし 5 月 3 日を迎
るチャンスがあります。この振り返りを活
えようとこちらも意気込んで参りました。
かしスカウトやインストラクター以下指導
1 つ目の目標に対し今年を振り返ると、
者の感動を呼び起こし、私自身のスキルア
容易に達成できたと感じております。その
ップをしていきたいと強く感じております。
理由と致しましては４点あったと思います。
1 点目はインストラクターが全員顔見知り
であり初対面ではしなければならない短期
間人間関係構築をすることもせずに活動が
できたといった点だと思います。2 点目は
インストラクターが全員インストラクター
職務が初めてであり、固定概念が少なく素
直に私の意見を聞き入れてくれる環境があ
り私自身も意見が言い易かったといった点
だと思います。3 点目は 3 年目という私自
身の副長職務への慣れと事前からの克服し
たいという意気込みだと思います。最後の
4 点目はインストラクターがスカウトの為
24
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自分らしさを作るということ
副 長
横浜第 95 団 高橋 道人
今年、私は今までになく出席することができ
ず、スカウトの皆さんのがんばりや、ローバー
の若き指導者の皆さんの素晴らしい活躍をこ
の目で多く見ることができませんでした。本当
に残念でなりません。仕事柄休みがなく、さら
には部活動を預かっていますので、カラーチー
ムと部活動との両立を試みたものの、自分自身
納得のいくものではありませんでした。スカウ
トの中には、部活動と上手く両立することがで
きているものもいるようで、頭の下がる思いが
します。
しかし、そんな中でも、今年もまた、13 年前
の私と同じく、大きな期待と夢、そして不安を
抱き、三ツ沢にやってきたスカウト達。そして、
5 月 3 日、一つのものをやり遂げ、満足に満ち
溢れた歓喜の笑顔。これこそがカラーチームの
醍醐味であり、多くのリーダーから今年もまさ
にその通りであったとの報告を受け、胸をなで
下ろしている次第です。
例年、春になると三ツ沢へ来る OB も少なく
ありませんが、今年は特に、OB の集まる日を
初めて設け、大勢の OB が懐かしい三ツ沢に足
を運んでくれました。およそ 10 年も前のあの
頃をつい先日のように懐かしみ、そしてその青
春をかみ締めるとともに、そこに自分らしさの
原点と思い入れがあるのだと感じました。
確かに、長い人生の中で人格形成をする高校
生年代をこのような形で過ごしたという事実
は、私自身の根本をなす一つの重要な要素だっ
たと今になって思います。きっと、多くの OB
の諸先輩方も、共感してくれることと思います。
そのためには、この青春の時期を、一生懸命
に過ごすことが必須です。とにかく、がむしゃ
らに取り組む。まさにこれが皆さん自身を作り
上げる重要な要素であり、それを十分に実践で
きるだけの環境と仲間がカラーチームにはあ
ります。今年は、ジャンボリーを控え、さらに
活躍の場が広がることでしょう。貴重な体験と
貴重な仲間と共に、積極的な日々を過ごし、将
来の自分に必要な、自分らしさ探しをしてみま
25

しょう。きっと良き自分と出会えることでしょ
う。
みなと祭おつかれさま。夏のジャンボリーに
向けて、これからのさらなる飛躍に期待してい
ます。

10 年後のカラーチームは・・・。
副 長
横浜第 130 団 古賀 健司
僕が初めてカラーチームに参加したのは 14
期の時。あれから 10 年、スカウト、隊付、イ
ンスト、少し間を空けて副長補、副長として参
加してきた。僕にとってカラーチームって何だ
ったんだろう？言えるのは、素晴らしい仲間と、
演技や生活だけでなく、プライベートな部分ま
で共有し、助け合いながら今日までやって来た
ということ。今期復活した同期の大内君（同い
年には見えないが）とは 7 年ぶりに一緒に活動
したが、昨日まで一緒に活動してきたかのよう
に思える。カラーチームを通して本当に多くの
ことを経験させてもらい、成長してくることが
できた。今日の自分の原点はカラーチームにあ
るといっても過言ではない。これもみな僕一人
の力ではなく、すばらしいリーダーや先輩方、
そして後輩のみんなのおかげです。
だからこそ、後輩に望むこと。それは、この
カラーチームを通して自分を磨き、そして多く
の仲間のことを想って活動してほしい。スカウ
トのことを常に考え、支え続けてくれるリーダ
ーがここにいるのだから。みなと祭りは終わっ
たけれど、カラーチームはまだ終わったわけで
はない。カラーチームは永遠に続くのだから。
いつかリーダーとなって一緒に活動するもよ
し、OB としてカラーチームについてともに語
るもよし。みんなでカラーチームをこれからも
盛り上げていこう。
最後に、10 年前に僕が流した感動の涙を、今
でも後輩が流し続けている光景を見て、カラー
チームに感謝したい。ありがとう。これからも
よろしく。
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