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Ⅰ．はじめに 

 

 
「第 25 期カラーチーム感想文集」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厚くお礼申しあげます。 
横浜地区カラーチームは今年２５周年を迎えてベンチャー１３名、ローバー含む指導者で総員２

８名のチームとなり、ベンチャースカウトはみなと祭りパレードに全員ドラムにて参加し、フラッ
グはローバースカウト５名となりました。  
日頃の練習では、ベンチャースカウト諸君はパレード参加訓練と２５周年カラーフェスタ、フラッ

グ訓練の両方を短時間に実によくこなしカラーフェスタでの演技に臨めたことは、スカウト自身の
大きな力となったのではないでしょうか。 

また今期のメインイベントとして力を注いだ「２５周年カラーフェスタ」（三ツ沢野外活動セン
ター）においては、ベンチャースカウトの自主運営により開催され指導者、ＯＢ、など１２０名を

越える来場者がありカラーチームを通して我々のボーイスカウト活動が益々大きな輪に発展、成長
してきた証であるとあらためて認識いたしました。 

今年の素晴らしい活動は伝統を守りつつ新たなものを追及するスカウトの象徴であったと思わ
れます。次期２６期に向けてとどまるところを知らぬカラーチームに今後とも変わらぬご支援を賜

りますよう宜しくお願い申し上げます。 
尚、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 

 
 

天神班 
横浜第 82 団 中尾 美句 

 
 私にとってのカラーチームは"憧れ"でした。 
今回 25 期カラーチームに参加して気持ちは変

わりました。 
"自信"がついたからです。 
ただの憧れではなく約 2 ヶ月間毎週参加してい
くうちに自信や自慢できることに変わりました。 
 初参加でしたが、人数が少ないという事やカ
ラーフェスタなどの理由でドラムとフラッグ、

本来なら選んで片方しか体験できないものを両
方体験で来て 25 期は贅沢だったと思います。

ですがその分練習も大変で、時間が足りないか

らと平日も毎日のように集まり体調を崩す日も
ありました。 
 みなとまつりではドラムを 2 曲カラーフェス
タ 2 曲使ってフラッグ演技。覚えるのも大変で

頭の中ではずっと Origin が回っていました。 
 そんなハードなカラーチーム 25 期でしたが

私は参加できた事を幸せに感じます。 
 私の中でカラーチームはもう一つの居場所こ

の体験を原隊に伝えてまた来年も必ずカラーチ
ームに入りたいです。 

 
 

天神班 
横浜第 95 団 若山 哲也 

 
 今回、カラーチームに参加してみて思ったの

は、大変だったな、ということです。 
 今回は、港祭りに全員ドラムで参加したので

すが自分は、やるならドラムよりフラックのほ
うをやる予定だったのでドラムをやると聞いた

ときはショックでした。 
 実際ドラムはむずかしくてとてもたいへんで

した。 
 サンダーバード、ロックストック、スモック

の三曲は、たたけるようになったけれど、オリ
ジンはとてもむずかしくて、とくにまわしの部

分は死ぬほどむずかしかったです。 
 カラーフェスタでのフラッグ演技は、ドラム
よりは楽しいと思いました。 
 カラーフェスタは出れなかったけれども、レ
ットドラゴンやロッキーはよかったと思います。 
 今までカラーの活動をふりかえって思ったこ
とは、カラーチームをやっている期間は、カラ

ーチームしかやらなくていいという考えをなく
してほしいと思いました。 
 スカウトの意見をもっと聞いてほしいと思い
ました。 
 さいごに港祭りは、フラッグででたかったで
す。来年はカラーに参加することはないでしょ

ういままでおつかれさまでした。 
 

 
 

天神班 
横浜第 125 団 金田 太樹 

 
カラーチームに参加して 2 年目を迎え、俺にと

って始めて後輩が出来る年になりました。２年
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生という立場から、また昨年とは違う、カラー
の見かたが出来ると思い、実はとても楽しみに

していました。さらに今年は、ドラム中心でや
るということを聞いて、俺は『自分の中にある

実力を、いよいよ発揮できる。』と、思ってもっ
と楽しみでした。 
 カラーチーム活動第１回目。集合は関内駅の
横浜スタジアム前だった。昨年のみなとまつり

以来だったので、懐かく感じました。１２５団
のメンバー（３年生の遠田さんをふくむ２年生

達）で今年はたくさん来るかどうかを、話し合
いながら歩いていました。続々と１年生が集ま

ってくる中、誰もが同じ事を思い考えたといえ

ると思います・・・。『少ない・・・』、と。少
しは想像してはいましたが、その時は想像を絶

する勢いでした。一番やばいと思ったのは、３
年生が１人、ということです。このことから、

今年のカラーを、リーダー方がどのように育て
ていくか、逆に楽しみになっていきました。 
 『Ｓトレって何じゃ!!あっ、自主練習か。て
か、活動の半分が自主練ってどんだけ～。』みた

いなことを言いながら、本格的な練習が始まっ
ちゃいました。昨年と比べると、練習時の立場

がガラッと変わっているので、慣れるのに時間
がかかりました。教える立場からして一番悩ん

だのは、活動を休んだり、よく遅れてくる１年
生とかを、どのようにして少ない時間を使って

上手くなってもらうかということです。それを

解決するには、一対一で教える側が集中して教
えれば、自然に１年生は覚えてくれることが、

段々わかってきました。 
 小机城址まつり、みなとまつりはドラムの中

心としてやりました。昨年１年間フラッグだっ
た自分にとって、ドラムの難しさ、大変さをあ

らためて実感しました。体力的には全く問題あ
りませんでしたけどね・・・。 
 今年は何とカラーチーム隊が創立して２５年
目になる、記念なる年なのです。そのことから

今年は特別にカラーフェスタというイベントが
計画されました。各班が記念品や装飾を担当す

る中、我れら天神班はなんと、フロア演技を自
分たちだけで作ることになりました。そうと決

った時は、何から始めたらよいのかわかりませ

んでした。が、カラーのスカウトのアイデアを

聞きながら、良い曲を選びました。そこからは
自分の腕の見せ所です。約１週間半でドリルを

書き上げて、早速班員に覚えさせました。伝純
のロッキーと自作の『紅竜』を平行して練習す

るには少し無利があったかもしれませんでした。
しかし、リーダーと違ってスカウト達はすんな

りと諦めてくれませんでした。誰かが『紅竜』
をやらないと言い始めたときも、班員は俺と一

緒に怒り、愚痴を言い合い『何がなんでも紅竜
をやろう』と結束して、我が天神班はガンバリ

ました。 
カラーフェスタ本番。練習時間が少ないという、

難関を乗りこえて２５期のスカウトは、正々

堂々と演技演奏をしました。成功か失敗かって
言われたら・・・、もちろん成功です。 
 カラーチーム最高です。というか少ないけど
班員が最高のメンバーだ。来年また会っちゃお

う。全部にありがト!! 
 

 
 

天神班 
横浜第 130 団 小沼 広尚 

 
長かった去年の活動の後、今年は春活動のみ、
二十五周年記念行事との並行で、めちゃくちゃ

短期間の内に全部を仕上げなければならなかっ
た。みなと祭りまでに４回、それからカラーフ

ェスタまで２回の合宿で、特に後ろ２回がとに
かく忙しかった。見落としていたり足りなかっ

たりした点を補う為、カラーフェスタ一週間前
は平日でも集まって練習しなければならない程

だった。それほど頑張らないと上手くならない

フラッグとドラムの難しさを痛感した。またそ
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れを一年生に教えることも同じ様に大変だった
というのも、班長が中心となって教えていたと

はいっても、よく分かった。そしてこれほど短
い間に２つも演技を覚え、ＯＢの方からメリハ

リある、との評果をもらえるようになるまで身
につけた一年は本当に凄いと思う。自分は去年

秋活動で一つ覚えるのが精一杯だったのに、ま
してや演技一つ一つにキレを出すことはそうそ

うできなかった。３ヶ月分未満の週末＋αでし
っかりフェスタを成功させたのは誇りを持って

いいことだと思うし、本当に力を貸してくださ
ったリーダーに感謝します、ありがとうござい

ました。 

 

 
 

天神班 
横浜第 133 団 石山 賢悟 

 
僕は、カラーチームに参加して良い思い出がで

きたと思います。 
始めに僕は、第１回活動と第２回活動を休んで

しまったので、これからカラーチームでやって
いけるのかとても不安でした。しかし先輩達や

同じ一年生の人達がやさしかったので良かっ
たと思います。 
カラーの練習は、みなと祭りまではドラムの練
がほとんどでした。僕はシンバルをやることに

なっていて、しかもシンバルをやるのが初めて
で、最初の本番の小机城止祭りまでにロック・

ストックを覚えられるのか心配でした。実際に
は、覚えられたのですが、足を合わせながらシ

ンバルをたたくのが大変で何度もミスをして

しまい全然ダメでした。 

そして、次の本番のみなと祭に向けて練習をし
たのですけれど、オリジンの曲がとても難かし

くできが悪かったため、みんなで本番の前日に
平沼さん前で夜まで自主練をしてみなと祭り

をしました。みなと祭りの日はとても天気が良
くて良かったと言えば良かったのですがとて

も暑かったです。しかも、シンバルをたたきな
がら何キロか歩いたのですが、とてもつかれて

しまい、次の日など筋肉痛で大変でした。あと
余談になるのですが、僕がパレード中にシンバ

ルで制服のボタンをたたきわってしまいまし
た。しかし、みなと祭りは貴重な経験になった

と思います。 
あと、忘れてはいけないのが、カラーフェスタ
です。これではフラッグの演を二つやることに

なっていたのですが、みなと祭りが終わってか
ら二回しか練習ができる活動がなくみんなで

集まって自主練を夜遅くまでやってロッキー
とレッドドラゴンを覚えました。 
そして、本番のカラーフェスタは、人がたくさ
んいたので演技をするとき、とても緊張しまし

た。残念なのですがミスをしてしまった所があ
るので来年きたとき絶対にミスをしないよう

にしたいです。 
僕は、カラーで小机城址祭りに出たりみなと祭

りに出たり、カラーフェスタをやったりなど貴
重な体験をしたので、また来年もカラーに参加

したいと思います。 
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バーミヤン班 
横浜第 20 団 木村 篤 

 
 私は、今期を過ごして感じたこと、思ったこ

とを書こうと思います。 
 まず、想定ですが、私の入った二十五期は二

十四期以前よりもいくらか騒がしかったと思
います。 
なぜなら、人数が少なかったために時間のずれ
や、二年生が班長というあまり例を見ないこと

が今期あったからです。 
そのことを考えると、騒がしくなるし慌てたり

もします。又、合宿のときに毎回何らかのこと

で、叱られていると感じてしまうほど叱られた
感じがありました。 
 けれど、私は普段の家庭にいる生活よりも充
実していて、楽しく過ごせたと思っています。 
それは、自分から行いそれを自分で感じるとい
うことが元々なかったかもしれません。そのた

め、自分では負の意識をあまり持たず悪いこと
を行ってもあまり反省を形にうまく表すでき

ませんでした。 
でも、入ったことによって何か変わったのかも

しれません。それは、私自身が意識せず、知ら
ない内にあるものだからです。 
人から見れば変わったのかもしれません。けれ
ど、そのことに気付かず過ごしていくうちに実

感していく、それこそ私がカラーチームで得た

ものだと思います。 
二十五期有難う！ 

 

 
 
 

バーミヤン班 
横浜第 95 団 鴻池 直也 

 
カラーチームが始まる前には行くか行かない

か迷っていた自分がいました。その迷いは、始
まってからも続いていました。そして、その迷

いと共に沢山の自分の予定が入ってき、とても
大変でした。しかし、その中でも上班を始めリ

ーダーや何より多くの仲間に支えられ、この数
ヶ月乗り越える事ができたと思います。しかも、

それらの事で自分が得られるものはいっぱい
あり、あとから考えるととても有意義な時間を

過ごしていたと思います。尚且つ、その個人的

な事だけでなく、この短い期間で今、学校では
教えてくれなくなった事を感じ取れたと思い

ます。例えば、授業が削減され伝えてくれなく
なった『生活するために本当は必要な社会性』

を学ぶ事ができたと思います。これから、この
３月から自分が経験してきた事を色々な場面

で生かしていきたいと思います。 
 

 
 

バーミヤン班 
横浜第 125 団 遠田 勇也 

 
今期は、二十五期とうい記念すべき年だった

けれども、まず第一印象は、人が少ない。三年

生が一人だけ、雪も降っているというぼろぼろ
な状況だった。でも活動を通して見ていくと少

ないせいか、知り合いが多いせいか、分からな
いけど二十四期・二三期に比べて、壁が薄いと

いうのか1 年生もすぐにカラーの空気になじん

でいくような印象だった。 
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 演技は、主体はドラムで、自分は、スネアだ
ったけど、なによりおどろいたのは、木村のス

ネアだった。 
自分は、小机は、でれなくてその次の週の活動

で一年がスネアをやるなんて、やるじゃんて思
った。 
 今回の曲、orijin・TLS はどれもノリのいい曲
で特に TLS の手技はすごいと思った。それに

TLS は、富山の曲とカラーチームの曲がうまく
マッチしていて、よかった。 
この TLS・orijin は三年間やってきた曲では一番
カッコイイ物だなと思う。 
 フラッグでは、ロッキー・ＲＥＤ・Ｄｒｕｇ

ｏｎでロッキーはカラーチームらしい演技で
やりやすかった。けどＲＥＤ・Ｄｒｕｇｏｎは、

足技命みたいな所があって本番での完成度は、
高いとはいえなった。けど、みんなない時間を

さいて、自主連たかに出てくれて、意識は高か
ったと思う。 
 来年は、二十六期、今度の節目三十期にむけ
て、がんばっていこう！ 

 

 
 

バーミヤン班 
横浜第 125 団 東海林 忠 

 
 第 25 期カラーチームに参加して、1 年目の時

の印象が強かったので、1 年目と同じくらいの
人数がいると思っていたけれど、思っていた半

分もいなかったことには驚いた。あんまり少な
いものだから、きちんとした演技、演奏ができ

るのか不安になったけれど、それが杞憂に終わ

ってよかったと思う。 

 13 人という少ない人数で、ドラムとフラッグ
の 2 つを 2 つの本番の演技を無事に終わらせる

ことができた。同じ班で今期唯一の 3 年の遠田
君や金田、東仙達の班長、上班、隊付らが中心

となって S トレやセッションを終え本番を乗り
越えられたのだと思う。 
 人数が少ないからこそ、スカウト同士がより
親密になる事ができ、充実した活動をすること

ができてきた。途中、ボーイスカウトとしてあ
るまじき事件があり、みなが深い反省をするこ

とになった。寝食、練習ともに過ごしてきた仲
間が起こした事件を事前に止めることができ

たかもしれないのに、事はおきてしまったこと

はとりかえしがつかない。それを越え、最後に
は無事に全てを終えることができた。 
 正直なところ、ここまで書きたいことがうま
くまとめられなかったので要約し、演技など指

導してくだすったリーダー、食事を作ってくれ
た保護者の皆々様、そしてはともに今期カラー

チームの活動をしてきた仲間たちにただ一言、
感謝の言葉を述べます。 
 どうもありがとうございました。 
 また来期も参加するつもりですので、よろし

くお願いします。 
 
 

五目チャー班 
横浜第 35 団 陶山 創 

 
 「とにかく厳しい。」 
 これが私がカラーチームに入る前の最も強
い印象でした。原隊のリーダーや先輩方からは

「カラーチームは楽しいから、入った方がいい
ぞ。」 
と言われてはいましたが、なかなか厳しいとい
う印象が抜けないまま、カラーチーム一回目の

合宿が始まりました。 
そのメンバーの中には、以前会ったことのある

スカウトもいて、少し安心はしましたが、一回
目の合宿ではまだ厳しいという印象が多く残

ったままでした。 
 しかし、2 回目以降の合宿になると、リーダ

ーやスカウトとコミュニケーションがとれる

ようになり、またカラーチームにもなれてきた



memories of 25th Yokohama PERSPEX 

8 

せいかだんだんと楽しさを感じるようになれ
ました。 

もちろん、厳しいことも多々ありましたが、
演技のほうも自信を持てるようになっていき

ました。そうして何回が合宿をして本番である
みなと祭りがやってきました。これも最初は心

配していましたが、 
終わってみれば疲れはあったものの達成感

があり、とても気持ちのよいものでした。そし
てもう１つの本番だったカラーフェスタも演

技中に一回ミスがありましたがうまくいき、 
最後の胴上げが最も印象的でした。この胴上げ

の時、私は「カラーチームはいいなあ。」と心

から思いました。 
 最初、私はとりあえず１年やってみるという

気持ちでカラーチームに入ったのですが、今は
来年もやろうかという気持ちでいます。 
いつまで続けるかはわかりませんが、やってい
るうちはしっかりやっていこうと思います。カ

ラーチーム、最高！。 
 

 

 
五目チャー班 

横浜第 77 団 東仙 貴光 

 
 正直、自分は今期にカラーチームに参加する

気はなかった。部活に専念したい。勉強をがん
ばりたい。遊びたい。高校生としてあたり前の

感情ではないか。今回だけは、誰がなんと言お
う無駄だ。自分が参加することは決してない。 
 が、気がつけば自分の目前には、かの高名か
つ偉大な、平沼さんを讃えた像が鎮座している

ではないか。気さくに話しかけてくる懐かしい

顔ぶれ達。いつにも増して迫力のあるＢＤ６番

の怒号。どうしてそんなに似合うのか、と尋ね
たくなる、シニアスカウト時代を連想させた隊

長の制服姿。 
 これぞまさにカラーチームらしさではない

か。そう思った片一方で思うことは一つ。 
 こんなはずでは。－－－ 
 しかし、そうも言っていられない。私はここ
に来てしまったのだ。ならば、上級生としての

責任を全うし、全力で楽しもう。これが私のカ
ラーチーム第２５期の始まりであった。 
 不思議なことに、一度腹を決めてしまえば、
存外、活動も楽しいものとなった。（最も、そ

れまでに時間はかかったが）苦しい練習にも充

実感、達成感さえも覚えた。 
 そして、なにより早かったのだ。小机城址祭

が終わったと思えば、港祭直前ではないか。そ
して今度はすぐにカラーフェスタだ。楽しいこ

とは直ぐ終わるとはよくいったもので、これま
でに何度も感じたことだったが、今回もまた、

あらためて実感した。 
 私は今期、カラーチームに参加して、どうだ

ったのだろうか。自分は、班長としての職を全
うし、演技、指導、ともに全力をつくせた。と

は、全くもって言い切ることはできない。しか
しながら、これだけは自信を持ち、言えること

がある。私はカラーチームのなかで、最高に楽
しむことができた、と。あの最後の、同士との

胴上げで流したものの中に、本当の喜びを感じ

られた、と。 
 本当に、今期の活動参加できてよかった。 
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五目チャー班 
横浜第 125 団 毛呂 大亮 

 
 今回、僕は、次長として、カラーチームとし

て参加して、少し、大変だったけど、大変じゃ
なかった。 
 今回のカラーは、前回とちがい、運営会議や、
Ｓトレなどがあり、なんか、気分は１年生だっ

た。でもやっぱり二年生で、苦いことも少しは
あったけど、少し昨日よりは、薬になった。 
 僕は、今回の活動は、みなと祭だけ出て、カ
ラーフェスタは、出れなかった。みなど祭り、

自分の中では、成功したと思います。みなと祭

りでは、だいだいつらかったど、楽器をおろい
た時は、すごい気持ちよくて、あのしゅんかん

が一番うれしかった時でした。今回、いろいろ
あったけど、やっぱり、カラーは楽しかったで

す。今回のカラーでのいろいろなけいけんをい
かして、これからのスカウト活動も頑張ります。

来年は、出れるか分からないけど、できるだけ
出たいと思っていると思います。いままであり

がとうございました。 
 

 
 

五目チャー班 
横浜第 125 団 山下 周作 

 
 自分は、今回２５期の横浜カラーチームに参
加して、いろいろなものを得た。まずは、他団

の仲間。自分は、あまり他団と交流したことが
なく、同年代の友人が、ボーイスカウトに少な

かった。しかし、このカラーチームは、他団の
友人を作る、最高のチャンスだった。今回、知

り合った友人とは、いろいろな活動で会うと思
うので、ずっと仲良くしていきたい。次に、ボ

ーイスカウトの規律を得ることができた１２
５団は、わりとセレモニーはしっかりしている。

しかし、他団の活動に参加したときにみたセレ
モニー等は、ひどいものもあった。規律は、ボ

ーイスカウト活動の一部であり、とても大切な
事なので、カラーチームに入って、ベンチャー

らしい規律を身につけられた。最後に得たもの
は、横浜ボーイスカウトを、誇りに思う心だ、

カラーチームに入って、カラーチームのかっこ

良さを知って、横浜のボーイスカウトたちで、
こんなにすごい事が出来る、という自信が付い

た。正直、今まで、ベンチャー活動とは何か？
と問われたときに、答えが出なかった。しかし、

カラーチームに入って、それがとても明確なも
のになった。カラーチームが無ければ、訳も分

からず、ベンチャー活動を続けることになった
と思う。カラーチーム最高！！ 

 
 
 

 

われら平和の騎士ぞ 

正義のために 勇みて進む 

輝く朝の光 そはわれらの希望のしるしなり 

ららら 世界の友 ららら いざ進め 

共に力を合わせ 理想の峰を 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 われらの行くてを明るく照らす 

ららら 世界の友 ららら いざ進め 

共に力を合わせ 理想の峰を目指して進め 
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Ⅲ．スタッフ 感想文 

 

 

 
上級班長 

横浜第 95 団 泉 龍太郎 

 
 今期僕は上班として、初めてリーダーを経験

しました。僕は大学を推薦で決めていたので早
い段階から今期の上班、隊付として参加してい

ました。しかし最初は僕の年代がだれも来なく
て「まさか僕一人でやるのか？」とすごく心配

になっていました。なので吉住が参加すると言
ってくれたときは本当にうれしかったです。 
 僕はいままで自分でだれかを引っ張ってい

くということしたことがなかったので本当に
後輩たちを引っ張っていくことができるのか

と不安でした。さらに今期はみなと祭りだけで
なく、２５周年カラーフェスタもあって普段の

演技や生活面以外でも考えることがたくさん
あってすごい大変だったし、後輩たちにかなり

無理を言ったりもしました。しかし、そんな僕
にみんなついてきてくれて、みなと祭り、カラ

ーフェスタともに成功して終わることができ
たのがすごくうれしかったです。 
 今期の３月から５月はいままでで一番短く
感じそして充実したものでした。カラーのこと

が頭からまったく離れない３ヶ月でした。この
３ヶ月の経験は本当に僕自身を成長させてく

れたと思います。これからはこの学んだ経験を

後輩たちに伝えていけるようにがんばってい

こうと思います。貴重な経験をありがとうござ
いました。 

 
 

隊付 
横浜第 103 団 吉住 篤 

 
 自分はスカウト現役時代では良くないスカ

ウトに分類されるがリーダーをやって良かっ
たのか、自分は本当に隊の役に立っているのか、

誰かに迷惑をかけてないか、などの疑問を抱え

たまま今期のカラーチームを終えてしまいま
したが、終わってからよく考えると全てにおい

て良くない面になっていたと思えます、だけど
自分は迷惑をかけまくったけれどその分いろ

いろな事を学ばせてもらいました。 
 現役でスカウトを３年やって今年の４年目

はリーダーとしてカラーチームに参加させて
もらいました、しかし４年目といえリーダーと

してはヒヨッコの１年目でした、例えばボーイ
スカウトで班長等をやると後輩を指揮する必

要があります、その際に出来るヤツと出来ない
ヤツに分かれるのは必然的です。今回自分は出

来ないヤツ、しかも出来ないと言わないで抱え
込み他のリーダーに迷惑をかけてしまい、結局

自分は助けてもらっただけで仕事の出来ない

役立たずというも酷いパターンをやってしま
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い、使えない後輩のポジションを獲得してリー
ダー１年目を終わりました、はっきり言ってと

ても悔しいのと同時に自分の無力さを実感さ
せられた自分が。 
 しかし！！こんな使えないリーダーでもス
カウトは頼ってくれるしリーダーとしても雑

用だけはきっちりとこなして、使えない自分な
りに出来ること事はやったリーダーとして１

年目のリーダーをやりました、また指導する立
場はカラーチームだけでなく原隊も同じなの

でカラーチームで学んだことを他の事にも流
用していきたいと思います、来年もやる機会が

あれば次は使えないリーダーではなくパッと

見普通のリーダーにはなりたいと思います。 
 

 

 
インストトラクター 

横浜第 19 団 高野 雅志 

 
 私にとってのこの 25 期カラーチーム とい

う時間は本当に過密な 貴重な体験ができた場
となりました。私は他のリーダーと比べて 隊

の活動に参加することのできる時間が少なく、
役務につける時間や スカウトと触れ合う時間

が少なかったとは思いますが、そのことによっ
て 今まで経験してきた指導者としての自分と

は異なった視点で 横浜カラーチームを見るこ
とができました。特に感じたこととしては ス

カウト 個人個人が活動をわずかでも重ねるご
とに大きく成長していることです。自ら作業を

探すことから 協力を求め、励ましあい、作業
をよりよいものへと する力をスカウトの全員

が違う形であっても １つの目標に向かって 
頑張れるようになってゆきました。先輩、同年

代、時には 後輩 からの助力で得たものである
とも思いますが、その大部分はスカウト本人の

意識によって得たものであることは間違いあ
りません。スカウトの 1 人 1 人がしっかりと意

識を持って行動できていること を 幾たびも 
強く認識させられました。1 人 1 人が強く意識

を持つことによって 全体としても 確固たる
意識を持つことができ、まさに 精鋭 という言

葉がふさわしいような 隊、仲間、絆、を築く
ことができたと思います。私はスカウトの全員

がこの 25 期カラーチームを 大切に思い、楽し
んでくれたことを 嬉しく思っています。 
 私がスカウトに行く度か話をしている、「せ

っかくの活動なのだから、楽しんむこと と一
緒に、何か一つでも 成長して、または 得るも

のを感じて 家に帰って欲しい」という言葉は、
スカウトだけでは なく 私の自意識の再確認

でもあります。今期 25 期のスカウトでは私が
言うまでも無く、自分たちで積極てきに得るも

のが多かったと思います。そして私自身にも 
１回 1 回の活動で得るものを見つけることが出

来ました。 
スカウトが活動に参加する以前の リーダー

のみの事前活動では 備品の管理・発注を通し
て、普段の自分と違う立場として社会に接する

よい機会となりました。自分が持っていた 先
入観を変えて、物事を 柔軟に より正確に見つ

めなおす力を 身につけられたと思っています。

また このことのほか 自分として得られたも
の をカラーチーム活動だけに とどめず、積極

的に活用していこうと思っています。 
 毎年、変わり行く、かつ すばらしい カラー

チーム活動 の中でも、私にとって この 25 期 
は特別 なカラーチーム となりました。私の 25
期カラーチームは スカウトの成長を強く感じ
ることができた 活動でした。 

私はこの 25 期カラーチーム の一員として
活動できたことを強く嬉しく思っています。 

 
 

インストラクター 
横浜第 35 団 喜納 彬光 

 
終わった後から振り返ると、あっという間に
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終わってしまった２５期だった。毎年そんな気
もするようになってきたけれど、いつもより長

くカラーフェスタまであった今年は特にその
思いが強い。 

そんな駆け抜けたような２５期だったけれ
ど一つ一つの思い出が薄いわけではなく、みな

と祭とカラーフェスタの２本立てはとても濃
い思い出を残してくれた。 

まずみなと祭で今年は新曲２曲を使った。１
曲は富山スカウトバンドからお借りした曲で、

去年のジャンボリーからの交流の証しだと思
う。もう一曲は今年の僕たちのオリジナル曲だ

けれど、２月に富山まで交流しに行った成果で

ある。２月にスカウトバンドの人たちと会えた
のは、とても素晴らしいことだった。彼らの練

習方法や繋がりが演奏に表れていて、今まで自
分達だけでやってきたことを他と比べるでき

るようになった。 
初めての試みとしてのカラーフェスタは、企

画から運営まで自分たちで創り上げる、手探り
から始まるイベントだった。何をするにも結果

が想像出来なくて、やることやること試行錯誤
だった。 

２５周年を記念するカラーフェスタであっ
たけれど、僕自身は今年来てくれたスカウトや

フェスタにやってきてくれるボーイやカブた
ちが楽しんでくれるものでありたいと思って

いた。 
フェスタ当日は本当にたくさんの人に来て

もらい、楽しんでもらえたようだ。 
２５周年という節目の年は、僕にとってもカ

ラーとの関わりの節目の年になった。 

 

 

 

インストラクター 
横浜第 79 団 中井 佑亮 

 
 考えていなかったように思われるかもしれ

ないが、去年はどちらかというとがむしゃらだ
った。上班という責務を、どういう形であれ最

後までやりきることで必死だった。最後までや
りきった時には今までにないほどの達成感を

得られたし、今後の活動への自身にもなった。
そういう理由もあってか、仕事をこなしていく

要領については去年より幾分うまく行ったよ
うな気がしていた。 

今年はインストラクターとして隊運営に従

事し、去年の経験を活かしながら、上班隊付含
め今期カラーに参加してくれた人に良い経験

や思い出を残してもらうべく活動に参加した。 
が、今振り返ってみると、本当にその目的が自

分に達成できたのだろうか。おそらく満足でき
るほどはできていなかっただろうと思う。全部

が全部そうであったとまでは言わないが、少な
くとも自分が満足できるほどにはできていな

かった点が多かった気がする。これが今期、一
番大きな自分への反省点だ。 

カラーチーム全体としてはどうだっただろ
うか。やはり組織をひとつの目標に向けて進ん

でいくためには、信頼関係という言葉を抜いて
は語れないと思う。 

今年のスカウトたちの絆は、目を見張るもの

があった。２５周年記念のカラーフェスタでは
スカウトのオリジナル演技を披露したが、みな

とまつりが終わったあとのあの少ない時間で、
しかも他にもやらなければいけないことがた

くさんある中よく演技を完成させたと思う。こ
れは他でもなくスカウト同士が自分達の演技

を完成させるんだという目標に向かって、お互
いを信頼しあって成功させることを疑わなか

った結果だと思う。これから先、今期のスカウ
トたちがこの経験を活かしてどんな活動をし

ていくのかがすごく楽しみだと思わせるよう
な、そんな何かを持っているような気がした。 

そして最後に、これから先カラーチームをよ
り良くしていくために思うことは、リーダーと

スカウトの関係のあり方を見つめなおすこと、

もっと本当の意味での自主性を追求していく
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必要があると思う。活動をしていれば、この方
がいいんじゃないか、こっちの方がいいんじゃ

ないかというような反論、異論はつきものだ。
しかしそれでも、結局は実行する本人が納得の

いく形でなければ成功はしない。これらを達成
するためには、つまらないプライドを捨て、強

い意志と決断力を持つ必要があるだろう。 
個人的には反省の多い年になったが、今後の

活動を見据えるいい年になったと思う。 
 

 
 

インストラクター 
横浜第 95 団 菅 和成 

 
 時が経つのは早いもので、自分は今年で初め
てカラーチームに参加してからもう６年目に

なる。 
 こんな言い方はもっと長くやっている先輩
にしたらまだまだだと思われるかもしれない

が、自分の主観から見るととてもあっという間
だったように感じる。 
 ベンチャースカウト１年目で右も左も分か
らずカラーチームに参加し,みなと祭や 13NJ に

も出て、そのまま２年目も継続して参加し、３
年目で班長をやり、リーダーになって上班に就

き、インストを 2 年やった。 
 こうやって書くとあっという間だったよう

に思ったが、その年その年に膨大な思い出が詰
まっている。 
 自分一人では思い出せないようなことも、当
時を一緒に過ごした仲間と語らえばぽんぽん

記憶が蘇ってくるし、その時は辛くて辛くて仕

方の無かった事も今話せばどれも笑い話とし

て思い出せる。 
 この様な体験は、辛く苦しい事を一緒にやり

遂げた仲間が居て初めて経験できるものだが、
カラーチームに入ってそんな思い出が山のよ

うに出来た。経験のある人なら分かると思うが、
この思い出話は本当に楽しいものだ。そういう

瞬間、カラーチームをやっていて良かったと心
から思える。そしてその間に出来た仲間とはこ

れからも長く付き合っていきたい。 
 今期は初めての経験が数多くあった。 
 人数も今までに比べれば少なく、活動の内容
や演技など様々な面で新しい試みを行った 25
期であったが、その試みの中身をしっかり皆で

話し合い、今後の活動へ取捨選択していかなけ
ればならないと思う。 
 カラーチームに参加すると毎年様々な事を
学ばされる。 
 そこで学んだ事を良く父や母、社会に出た先
輩などと語らうのだが、それは社会に出てから

とても役に立つものばかりだと聞かされる。ま
た今年学んだ事もいずれ自分が社会に出た時

に役に立つ事なんだろうと思う。 
 今期のスカウトは楽しんでくれただろう

か？もうインスト 2 年目で大学 3 年になり、ス
カウト 1 年目とは５歳も離れている事になる。

上班をやった身としてはこの年齢差は大きく
と分かり、もう自分ではスカウトが恐縮してし

まい、本音の意見をすんなり聞き出せないよう

な間柄になってしまった事がとても残念だ。 
 もう今年で大学３年生になり、順調に行けば

就職活動など社会に出るための準備が始まる。 
 来年はもう参加できるか分からないが、この

カラーチームで学んだ事をこれからの生活で
余すところ無く生かしていきたいと思う。 

 
 

インストラクター 
横浜第 103 団 池田 敬人 

 
25 期もカラーチームにリーダーとして参加

したのは、続けることには意味がある、という
ことが参加の理由のひとつだった。そして、カ

ラーチームでの仕事を全うすることが、自分が

カラーチームに貢献することになる、と思って
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活動してきた。ただ、自分がカラーチームに貢
献できた部分は限られていたし、迷惑をかけた

部分も多かったかもしれない。今年は、自分の
仕事が思い通りにいかなくて、力不足を嫌とい

うほど感じる年になったように思う。多くの人
に助けられた 3 ヶ月間だった。 

今年はリーダー3 年目だが、毎年参加に際し
ては、カラーに対して、何かささやかな貢献が

できればそれでいい、といつも思っている。だ
が、最終的にフラッグで演技したり、部門の管

理をやったりして、違和感を覚えているのは、
やっぱり、スカウトの頃に見ていたリーダーの

イメージに今でも縛られているのだ、と反省も

している。でも、実際にみなと祭りで演技する
ことになって、疲れたけど、楽しかった。ただ、

来期はスカウトがそのポジションにいてほし
い。来期はドラムもフラッグもスカウトができ

るように、今期の 3 倍スカウトが参加してくれ
ることが、自分なりのささやかな願いである。 

 

 
 

副長補 
横浜第 103 団 五十嵐 竜太 

 
今期カラーチーム隊に入りたくさんのこと

を学ぶことがありました。 
当初私はスカウト時代を合わせて約６年間

カラーチーム隊に携わり、就職活動や社会人に
なってずっとカラーとのかかわりがなかった

が今年から声がかかり、仕事自体も落ち着き再
びカラーチームの副長補佐として今期やらせ

ていただきました。やはり約３年間も携わって

いないとかなりのギャップがあり正直いろい

ろなことに戸惑いました。スカウトの少ない現
状、カラーチーム隊が置かれている立場などな

ど。ブランク前は演技インストラクターとして
動いていたためスカウトが港祭りに最高の演

技ができるにはどうすればよいか？を全力で
考えていましたが、今期は実際の隊運営を経験

し非常によいに経験をさせていただきました。
今期は新生カラーチーム隊としてたくさんの

新しい試みを行いました。港祭り以外にもカラ
ーフェスタを行ったこと。スカウト自身が自分

たちで演技練習スケジュールをたて実行にう
つすセルフトレーニングなど。 

結果は賛否両論だが僕的には成功だったと

考えます。もちろん次回につなげるには修正も
必要だと思いますが、、、。 

私はスカウトにはこの場だけの付き合いで
はなく、スカウト活動以外（プライベート）で

も会うくらい親友になってほしいと思います。
そのためにカラーチームのような厳しい練習

に耐え友にひとつの目標に向かってひとつに
なるような活動が必要だと思います。 

そうでなければこの横浜地区のベンチャー、
ローバースカウトの活性化にはつながらない

でしょう。そのため今後カラーチームの活動は
リーダーそしてスカウトにどれだけ感動を与

えられるか？にかかっていると思います。自分
のため 

スカウトのため、仲間のため、これからもカ

ラーチーム（ボーイスカウト）を続けていきた
いとおもいます。 

 
 

副 長 
横浜第 20 団 田原 雅浩 

 
 17 期カラーチームに 1 年目のスカウトとし

て参加し気づいてみたらもう 8 年目の春、今期
はまさに変革の年だった。カラーチームはより

良い活動を目指し毎年様々なことを挑戦して
きたが、今期は抜本的に見直し「スカウトの自

主性を高める」活動をすることができた。 
 「ベンチャースカウト・隊長ハンドブック」

によると活動の目標として「社会で役立つ技

能・国際感覚を身につけ、自分で考え、自分で
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行動する青年」に育つことが求められている。
今期のカラーチームの目標であった「自主性」

は「自分で考え、自分で行動する」に当てはま
りスカウトたちは今回の活動を通して「練習の

内容を考えること」「カラーフェスタで行う演
技を作ったこと」「記念品を考えたこと」「ゲー

ムを考えたこと」スカウト自ら考えたことをま
さに行動し実行することができた。 
この中で指導者の役割は枠組みの構築と進捗
のフォローが中心である。カラーチームではこ

の役割を主にローバー年代である上班・隊付、
インストラクターが行っていて。この活動にと

ってその役割は欠かすことのできないものと

なっている。ローバーの活動には完全な「自主
性」が求められ、やらなければ、やらないで終

わってしまう。今期の変革ではベンチャーから
ローバーまで長いスパンで考えられた「自主

性」を引き出す仕組みができた。25 期を迎えた
カラーチームが 30 期にむけ、繁栄していくに

はスカウト自身が「やらなければ」出来ない。
しかし、カラーチームはもう「やらない」チー

ムではなくなった、今年のようにスカウトが自
ら積極的に行動することに期待したい。 
 25 期には新たな挑戦があった、それは「ドラ
ムの強化」だ。昨年第１４回日本ジャンボリー

で同じ演技グループとして活動した富山スカ
ウトバンドから楽譜をいただいたことにより

昨年の夏休みから研究をしてきた富山の曲を

今期の本番で使うことができた。その裏には 2
月にリーダーで富山の練習を見に行きドラム

の勉強をしたこと、オリジナルの曲を作曲した
ことなど活動が始まる前からの努力が大きく

あった。これから 3 年間ドラムをドンドン強化
し次のジャンボリーにはフラッグもドラムも

フロア演技が出来るようなチームに進化を遂
げたい。そんな夢をスカウトたち自ら行ってく

れればリーダーとしてそんなにうれしいこと
はない。ドラムの強化については曲やノウハウ

を快く提供していただいた富山スカウトバン
ドの方々にも感謝をしたい。 
 今、こうして感想文を書いていると当分は三
ツ沢に行かないのだと感じる。やっとできた休

日だが、うれしいような、少し寂しいような気

もする。といっても、リーダー同士で集まった

り、あまり意味もなく風呂にいったり、まぁ冬
になったら富山にまた遊びに行きたい。カラー

チームの楽しみ方は活動だけじゃない、スカウ
ト同士でもぜひ良い時間をお互いで作ってい

ってほしい。その一見カラーチームには直接関
係無い時間が来年のカラーチームのチーム力

になるに違いない。 
 

 
 

副 長 
横浜第 79 団 佐久間 啓子 

 
今期はあまり合宿に参加できませんでした

が、いつもと変わらないスタッフの優しさや温

かさとスカウトの笑顔の中で無事に活動を終
える事ができました。 

ありがとうございました。そしてお疲れさま

でした。 
私にとってカラーチームの仲間は、家族に近

いものを感じる存在です。喜びを共有したり、
あれこれ心配になったり…今期も色々ありま

した。 
少人数のスカウト達でしたがまとまりも良

く、仲良く過ごす姿は微笑ましいものでした。
パレードは今までと違う形となり、応援して下

さった人達には寂しいものに感じられた方も
いたようですが、ドラムの力強さが出て面白い

ものにもなったと思います。そしてパレードを
終えてからのスカウトやローバースタッフ達

の顔付きの変化が、今まで以上に大きかったの
が印象的でした。今期はフェスタもあり、少な

い人数でそれぞれに楽しい中にも大変な思い

をしながら頑張って乗り越えて来たからなの
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でしょうね。逞しく感じられる皆を親のような
気持ちで嬉しく感じました。 

さて、私には毎年気になる事が一つあります。
合宿中に、そしてパレードや活動を終えた時に、

スカウトやローバー達が感動だけでなく関わ
っている人たちに感謝の心を持ってくれてい

るかな～という事です。感謝の心を持つ事は、
私達指導者が彼らに伝えていかなければなら

ない大切な事柄の一つであり、私自身も含め決
して失ってはいけない気持ちだと思っていま

す。ですから活動を終えるたびにいつも彼らに
感謝の心を持つ事を伝えられたかなぁと振り

返ります。今年はどうだったかなぁ… 
そして私は、様々な人達に感謝の気持ちでい

っぱいです。今年もカラーチームのメンバーで

いられた事、共にパレードやフェスタに参加で
きたことを隊長をはじめとしてスタッフやス

カウト達に加え、家族や団、地区など周りの人
たちに感謝しています。本当にありがとうござ

いました。 
 

 
 

副 長 
横浜第 95 団 高橋 道人 

 
 この春もまた、大きな期待と夢、そして不安
を抱き、カラーチームを訪れてきてくれた初参

加の新高校 1 年生のスカウトたち。全てがはじ
めての世界。そのとき戸惑いを隠せない表情だ

ったスカウト達が、今や自信に満ちた表情に変
わり、あの素晴らしい 5 月 3 日のみなと祭を

迎えることができました。そして、5 月下旬に

開催されたカラーフェスタにおいても、はつら

つとしたスカウトたちの頑張りは、訪れていた
だいた方々に、すがすがしさと高校生の“アツ

さ”を伝えることができたのではないでしょう
か。 
 今期、カラーチームは 25 周年を迎え、さま
ざまな新しい取り組みを実施しました。2 ヶ月

以上に及ぶ合宿のしおりの作成や、活動の多く
をスカウトの自主的な活動によって運用して

いく「S トレ」の採用、ドラム部門をメインと
した練習の展開とみなと祭への出場、スカウト

による班編成の決定や合宿内容の決定、スカウ
トが中心となって企画した 25 周年を祝うカラ

ーフェスタの実施など。多くの新しい風を送り

込んだ、まさに節目の年となったことだと思い
ます。 
 そんな 25 期を支えてくれたのは、一生懸命
にがんばったスカウトたちとスタッフのロー

バーたちだと実感しております。各々が主体的
な考えで動いていたその姿勢が今期は特に目

立ち、近年にない素晴らしい雰囲気の中での活
動であったと感じております。 
 そのようなスカウトたちやローバーたちを
支えていたものの中の重要な 1 つとして、責任

感があると思います。この個々が尊重される時
代に、カラーチームの中の一員としての自分を

しっかりとわきまえ、その役割を理解し、自分
がなくてはならないものだという存在価値と

責任を持ち、そこにやりがいを見出していたの

ではと思います。自分たちの考えを調整しあい、
集団として行動を取ることが従来よりも多か

った今期は、スカウトたちやローバーたちには
非常に困難なものであったかもしれませんが、

現代ではなかなか得ることができない結束と
経験を手にすることができたことと思います。 
 今期は、25 周年を祝うカラーフェスタがあっ
たこともあり、例年以上に多くのＯＢの方々が

三ツ沢に足を運んでくれました。集まったＯＢ
の多くは、自分たちがカラーチームでともに汗

をかいたあの経験を語り合い、今も昔も変わら
ない一生懸命なカラーチームに自分自身の青

春を重ねていたように思います。 
 来年もまた、多くのスカウトたちやローバー

たちに、カラーチームでしかできない貴重な経

験を手にしてもらい、これからの彼らの素晴ら
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しい人生の糧としてもらいたいと切に願って
おります。 

 

 

 
副 長 

横浜第 133 団 今野 雅英 
 

「情熱は心の刺激剤だ。 
 それはネガティブな影響力を心から追い

払い心の平和をもたらしてくれる。 
 それは思考においても行動においても主

体性をはぐぐむ。」 
 
これは、鉄鋼王として名をはせたアンドリュ

ー・カーネギーの言葉です。 
さて今期も 3 月から活動が始まったわけです

が、皆さんは第 25 期カラーチームに参加して

どうでしたか？ 
終わってからカレンダーを見てみれば、たっ

たの 2 ヶ月。。冷静に考えれば、あっという間

だったと思うのですが、体の疲労ゲージを見つ
めると（いや無いよ、そんなの）非常に長かっ

た。。。単に運動不足で持久力が落ち、疲れが溜
まっているだけなのか、精神的に弱気になって

いるだけなのか、自分でもよく解りませんがと
ても疲れました。もう、「徹夜明けでも頑張っ

ちゃえ！」なんてことは到底出来ないし、考え
られない体になってしまいましたよ、えぇ。 

そんなことを出だしから書いていて何です
が、それでも結果的に今年の活動に参加できた

ことは、私にとって絶大なプラス効果がありま
した。若いスタッフや参加するスカウトの動作

や言動、そして何よりもひとつの目標に向かっ

てまっしぐらに進もうとする皆さんのその情

熱！（そーいえば去年のジャンボリーでは「情
熱大陸」のテーマ曲だったなぁ）普段の社会生

活では、まぁー終ぞ感じることの出来ないもの
を、目で見て、肌で感じ、自分自身がモリモリ

若返っていた気がします。 
情熱というものは、とても良いものです。年

老いていったとしてもその情熱を失うことな
く、アグレッシブに行動することの大切さを再

確認するとともに、それを失いかけていた自分
に気づかされました、反省。 

活動が始まる前、あるスカウトからこんなこ
とを聞かれました。 

ス：「カラーチームって、行って何やるんす

か？」 
私：「みんなで合宿しながら、旗や楽器の練

習して本番で披露するのさ」 
ス：「それで、どーするんですか？何かもら

えたりするんですか？」 
私：「いや、どうって聞かれても。。。それだ

けだよ。みんなでワイワイやってさ、 
  成功して感動できたら幸せじゃん。友達

増えるし、行けば解るよ」 
ス：「はぁ、そーっすね（明らかに興味薄）」 
情熱とか感動って、言葉じゃ伝えられないん

ですよね。やっぱりその環境に自分で飛び込ん

でみて、実際に体験してみないと目には見えな
い魅力を理解するのは難しいんですね。きっと

皆さんも、最初はこんな感じだったのではない

でしょうか。そして、そんなことを聞いていた
彼は、実際に参加してどう感じたのでしょう

か？ 
カラーチームが誕生して 30 年、期番号が付

くようになって 25 年。この活動は、常にこの
活動にかかわる人々の情熱によって支えられ、

今日まで 1/4 世紀に渡る発展を遂げてきました。
この情熱は、これからもずっと無形の伝統とし

て受け継がれて行くものいや、受け継いで行か
なければならないと思います。これからの皆さ

んの更なる活躍に期待しています。そして、私
も弱った体に鞭打って、皆さんのアツイ情熱に

これからも協力していきたいと思います。あり
がとうございました。 
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