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ⅠⅠⅠⅠ．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

 

「「「「28期期期期 15NJ感想文集感想文集感想文集感想文集完全完全完全完全版版版版」」」」発刊発刊発刊発刊にあたってにあたってにあたってにあたって 

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、横浜

四地区の役員の方々、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一同より、厚くお礼申しあげます。 

横浜地区カラーチームは今年 28 期を迎え、みなと祭に引き続き、15NJ にて素晴らしい演技を披露さ

せていただくことができました。多くの方々にご声援を頂き、また大盛況のうちに 15NJ を締めくくる

ことができ、大変嬉しい限りです。横浜四地区からスカウト募集をし、参加人数は前回 14NJ の参加人

数である 14 名を大きく上回る、ベンチャー36 名、ローバー含む指導者で総員 49 名（みなと地区 3 名、

中央地区 1 名、南央地区 1 名含む）となりました。昨年の 12KC での大会途中での撤退を受けての「リ

ベンジ」の年と位置づけ、今夏行われた 15NJ を見据えての活動を展開してまいりました。大会期間中

は、開会式、大集会、閉会式のステージ上の演技を始め、パレード凱旋、大会旗等の演出を通じて全力

を出し切ることが出来ました。大会終了後のスカウト達の顔には持てる力を全て注ぎ込んだ満足感に満

ち溢れたものでした。この大会でスカウト達が得た経験は今後のスカウト活動の基盤となり、様々な活

動に活かされていくと確信しています。 

つきましては、この 15NJ 活動中のスカウトの思いを綴った感想文を集め、文集とさせていただきま

した。本感想文集本感想文集本感想文集本感想文集はダウンロードのみのはダウンロードのみのはダウンロードのみのはダウンロードのみの配信配信配信配信になりますになりますになりますになります。。。。また、数名のスカウトの感想文をクローズア

ップしたダイジェストダイジェストダイジェストダイジェスト版版版版のののの感想文感想文感想文感想文もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて配信配信配信配信しておりますしておりますしておりますしておりますのでダウンロードにてご利用ください。 

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 

横浜カラーチーム編集部一同 
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．15NJスカウトスカウトスカウトスカウト感想文感想文感想文感想文 
カラームーン班 

横浜南央地区横浜第 123 団 中井中井中井中井    彩華彩華彩華彩華 

「「「「Enjoy Now」」」」 

私は、今回の 15NJ がボーイスカウトとして初めて

の NJ でした。そして、初めての班長でした。班長の経

験も無く、どのような役割かも知らない私がなんで班

長に選ばれたのか、今でも不思議です。私の班には、

班長の事で意見を言ってくれた班員がいました。その

子は、もっとやれるはずって言ってくれたんです。私

は嬉しかったけど、同時に悲しくもなりました。私が

頑張ってきた事は、何一つ伝わっていなかった。それ

どころか、私はすぐ遊んでしまうから、逆に悪い事ば

かり伝わっていたのかなって思います。「頑張るその先

をいかなければいけない。」その子の言葉は、NJ 中の

私にとって、とても辛い言葉でした。最初は、班長っ

て言う大役に選ばれて、すごく嬉しかった。でも、時

間がたつにつれて自分なりに頑張ればいい、これが彩

華らしい班長なんだって決め付けてしまっていたのか

なって思います。NJ 中は大変でした。大変さを理由に

して、頑張っていなかったのかも。今思うと、もっと

頑張れただろうなって後悔します。 

 閉会式では、国旗を持って皇太子の前を歩く事がで

きて、すごく誇りに思いました。テレビで放送される

のが、楽しみです。開会式は練習も、すごい思い出に

残ってます。一つはブヨに刺されまくり、足がパンパ

ンになって長靴が履けなくなった事。二つ目は国旗の

掲揚練習の時に頭がクラクラしてた事。今では笑える

いいお話。 

 大集会は、気持ちよかった。スカウトバンドのキタ

ガワさんとも、写真とってもらえたし、幸せ。憧れの

キタガワさんを見るだけでテンションがめっちゃあが

りました。他にも、女子スカウトや、高三メンツとも

仲良くなれて、嬉しかったです。スカウトバンドの演

奏はとてもレベルが高くて、鳥肌がたちました。振り

つけとかもめちゃくちゃかっこよくてキュンキュンし

ました。一度でいいから、キタガワさんにドラムを教

わって、あの中でやってみたいです。次の日の新聞に

自分が載ったのが、嬉しかったです。今でも大切にフ

ァイルされてます。 

 閉会式は、大集会とは、比べものにならないくらい

気持ちよかったです。ライトアップでめちゃテンショ

ンあがるし、虫がすごかったけど、笑顔で演技するこ

とができました。女子演技は、うまくいったと思いま

す。観客の人達の声が嬉しかったです。自分が演技を

作るのに関わっていたから、演技しながら笑って、涙

もほろりしちゃいました。ソロの演技も笑顔で出来た

し、ノーミスで最後まで出来ました。終わってから、

沢山泣きました。その後のライブや花火は、ずっとこ

っちゃんとジャンプしたりして騒いでました。 

 今回の 15NJ、本当に楽しかったし、とても達成感が

あって、青春を感じました。彩華の好きな言葉「Enjoy 

now」を、やることができたと思います。又、NJ に参

加する機会があればいいな。また来年も、カラーに参

加したいです。 

 

 
 

カラームーン班 

横浜地区横浜第 35 団 皆木皆木皆木皆木    隼隼隼隼 

「「「「二十八期二十八期二十八期二十八期をををを終終終終えてえてえてえて」」」」 

 僕は、今年のカラーチームの申しこみをするとき、

少し不安がありました。去年は一年生だったので、誰

かになにかを教えるということもなく、ただ言われた

ことをそのままやればよかったけど、二年目からは新

しく入ってきた後輩に教えることが多く、むしろ作業

よりそっちの方が大変でした。まあ正確に教えること

ができたことはそこまで多くありませんでしたが。さ

らに今年は 15NJ というドデカい行事もあり、12KC で

も十分苦労したのにその何倍もすごい 15NJ で、僕は

カラーチームの一員としての責務をまっとうできるの

だろうか、という不安がありました。三月ごろ、名前

は忘れたけどとある駅の近くに集合したとき、僕の同

年代のやつで去年来たやつはほぼ来てくれていて、す

ごいうれしかったです。まあ残りの四人が来てくれな

かったのはそれはそれでけっこうショックだったんで

すが。一～三回目ぐらいまでの合宿はほんのちょっと

来てすぐに帰るということが続いてしまって、あまり

一年生ともコミュニケーションをとれず、名前を覚え

ようとするのが精一杯でした。でも、四回目ぐらいか

ら少しずつコミュニケーションをとったりして打ち解

けることができて良かったです。港祭りの練習はきつ

かったけど、終わったあとの胴上げとかはやっぱり楽

しかったです。去年のような一泊しての打ち上げが無

かったのは残念でしたが、それでも今年の仲間と本番

をやり遂げるのは気分がよかったです。そして来てし

まった 15NJ の練習。不安もありましたが何より去年

経験した 12KC の練習の中でのあの猛暑。今年は去年

より涼しいみたいなことを言っているやつもいました

が、僕にとっちゃあ去年も今年も同じようなものでし

た。暑い。ただ一言。まあそんな中で 15NJ の練習を

して、演技を覚えたての時は足技が合わなかったり、

左右でカウントがずれていたりと間違いがたくさんあ

りました。それでも、演技が少しずつ完成されていく
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かんじがするのはいい気分でした。しかし、練習を始

めたときから 15NJ になるまで、一度もフルメンバー

で練習ができたことのないという悩みは、僕だけでは

なく、カラーチーム全員が感じていたことだと思いま

す。そんな悩みを抱えながらも 15NJ の日が来てしま

い、設営以降の天気は最悪で、舞台で一度演技の練習

をさせてもらった時もブルーシートが張ってあるとい

うこともあってすべったりするやつが多く（主にダン

スの時）、正直本番に対しての不安がとてつもなく大き

かったです。その後も地面はドロドロ、サイトは浸水、

とまあきっついことばっかりで。もう帰りたいと少し

思ってしまいました。しかし！そんな考えも三日目の

晴れで来てよかったかな、というものに変わり、J 大

集会で演技を成功させたとき、来てよかった！という

ものに変わりました。その後もパレード訪問などあり

ましたが、二回ともそこのキャンプサイトの人たちに

大歓迎され、本当に気持よかったです。そのまま閉会

式も大成功。本当にうれしかったです。正直、ジャン

ボリーは終わったけど、これで 28 期が終わってしまう

のはとても悲しいです。というか、カラーのみんなと

顔を合わせられなくなるのが非常に残念です。だから

というわけではないですが、僕は来年も来るつもりで

す。できることなら僕の同年代のやつが他に五人くら

いきて僕は次長になるというカンジが理想で。なんて

いう冗談はやめといて。三年生にもなるんだから来年

はしっかりしないと、と思います。だからみんなにも

来てほしい。来年はまた新しいメンバーも入る。その

メンバーも入れて、来年もみんなで楽しもう。28 期本

当に楽しかったです。ありがとう。 

 

 
 

カラームーン班 

横浜中央地区横浜第 61 団 鈴木鈴木鈴木鈴木    啓太啓太啓太啓太 

「「「「朝霧朝霧朝霧朝霧でででで GOジャンボリージャンボリージャンボリージャンボリー」」」」 

 「後悔先に立たず。」この言葉を胸に今期のカラーに

参加した。去年の自分にリベンジをするためにみなと

祭りに出て、4 年前からの夢を叶えるために 15NJ に参

加した。とりあえず悔いが残ったかは後で言うとして、

NJ に向けての活動が始まる時に一番最初に思ったこ

とはなぜまた同じグループに「鈴木」を入れたのかが

不思議でしかなかった。なぜこうなったのかとても教

えて欲しい。まぁそんなことからスタートした活動だ

が大変なことはたくさんあった。まず一つに班体制が

大きく変わったのには驚いた。一班に次長が 3 人もい

たので同じ立場の人がたくさんいて安心した所もあっ

たがそれでも次長には変わりないという不安も少なく

はなかった。班長がいない時は基本代理だったの十何

人もいる班員たちに指示を出すのは大変だったし、班

長はやりたくないとより強く思ってしまった。他にも

セレモニーの時の次長の話はもう何と言ったらいいか。

特に一番最初の話はひどかったですね。できればやり

直したいぐらいひどくて完全に苦笑いです。みんなは

あんなことにならないようにしてください。また楽し

いこともあり今では全部良い思い出だ。 

 僕が思うにカラーチームって言うのは普段教えてく

れないこと、今さら当たり前で誰も言ってくれないこ

とを言ってくれる所だと思う。その証拠に去年からや

って来て叱られた内容は全部そうだった。リーダーた

ちは活動の毎に口を酸っぱくして何度も当たり前のこ

とを言ってくれた。僕だったら一回言ってまた同じ事

をやったら叱ったりはしない。その人がその物事に対

する意識が低いまたは無いとしか思わざるを得ないか

らだ。ましてや高校生が相手だったらなおさらだ。叱

る方も疲れるし、やる気の無いやつらに言うだけ無駄

だから。でもリーダーたちは違った。それはカラーチ

ームの名に泥を塗りたくなかったからかもしれない。

けれどもそれ以上にスカウト達に後悔をして欲しくな

いと言う思いが強かったと僕は思う。現にリーダー達

は本番が近付くにつれて叱ることより励ますことの方

が多くなっていってた。さらに「仲間」についても深

く思うことがあった。「仲間」って何なのか。「チーム」

って何なのか。今期のカラーが始まってからなんとな

く考えていたが一つの目標に向かって一緒に努力する

人たちのことだと思った。今更何を言っているのかと

思うかもしれませんが付き合ってください。やっぱり

いろんな人たちが一つの目標に向かっていくといろい

ろな問題が起こる。意見の不一致や他人の欠点が見え

てくるなど。でもそのどれもが結束を強めるための材

料だと僕は思う。そういう意味では今期は結束を強め

るチャンスは山ほど転がっていたと思うし、結束を強

めることができたと思う。みんな腹の中で何を思って

いるか知らないけれど僕はこのメンバーで NJ に行っ

て帰ってくることができて嬉しかったし、感謝してい

る。例え誰か一人でも欠けたらそれは 28 期カラーチー

ムではなくなってしまうから。 

 カラーチームに関わった人たちだけでなく NJ の役

員・スタッフの方々や自団の人たちにも感謝している。

この恩返しをするためにもよりよい演技ができるため

に後輩のスカウトたちへのアドバイスや中央地区から

カラーに参加するスカウトを増やしたい。その事によ

ってさらにすばらしいカラーになることを期待したい。 

 カラーチーム最高！ 



memories of 28th Yokohama PERSPEX 

 5 

 

 
 

カラームーン班 

横浜地区横浜第 83 団 澤田澤田澤田澤田    純純純純 

「「「「１５１５１５１５NJ感想文感想文感想文感想文」」」」 

 自分は１５ＮＪの活動にしっかり参加できたのは、

夏休に入ってからなので、初めほうは演技について行

くのにやっとでした。一日練習はつらかったです。な

ぜかというとあの猛暑の中で、四日連続だったからで

す。四日目の朝には起きれませんでしたし、活動中も

少し体が思うように動かなかったりしました。あと、

学校よりも、カラーの方で体が焼けました。原隊の人

に「焼けたねー」といわれるほどに。 

ジャンボリー初日は、バスの出発から遅るは、目の

前のシャワーの排水管が詰し、足がブヨに刺れて足が

血だらけになるなどで、つまらなかったです。初日に

分った事は、アリーナにハーフパンツで行くと足が血

だらけになるということだけです。 

二日目は、ほぼ開会式関連で終わりました。開会関

では、持っていた旗がタルンでいたことしか覚えてい

ません。あとは、夜に、雨にぬれて救護所に行って、

長靴が脱げなかったぐらいです。三日目は午前三時か

四時ぐらいに、寝所が水没して起こされました。その

ことで、午前中がサイト整備になって、その途中に、

足の事で、病院に行かされてしまいました。午後はよ

く覚えていません。夜に、混んでいる中にシャワーを

浴たことぐらいです。四日目は、午前中に班で少し、

静岡のブースと、スカウトショップに行ったぐらいで

す。静岡のブースでアイスを食べたぐらいしか金をつ

かってない気がします。スカウトショップはこれと言

う物はなかったです。午後はずっと練習しいたと思い

ます。練習の最後の方は何んかイライラしていた気が

します。 

五日目は、朝四時に起るはずが、起きたのは六時ぐ

らいだった気がします。たしかこの日ぐらいから、朝

食の準備を四、五人くらいでやり始めていました。あ

とは一日中、』大集会関連のことで終わりました。演技

中にどこかで失敗したような、しなかったようなかん

じです。六日目は、午前中、なにやってたかよく覚え

ていません。 

午後は富山スカウトバンドに教えている人にＢＤの

富山式の叩き型を教わり。その人が、自分達のために

作ってくれた曲の練習をしていました。その時から、

いつもとドラムの音がなんとなく変わった気がします。 

七日目は、自由な日で、自分はマイペースに行く感

じのチームになっていましたが、最終的にプログラム

に参加していました。参加できたプログラムが、アー

チェリーだったので楽しくできました。あと、このチ

ームは自分にあっていたような気がしました。 

八日目は、閉会式や片付けで終わりました。閉会式

では本当に富山の演技を前から見いと思っていました。

自分達の演技はよく覚えていませんが、一箇所だけ悔

しいのが、三メートルポールを持ってのクイックター

ンで、滑ってコケかけた所です。閉会式の演技が終わ

った時に、泣くところでした。 

九日目は、県連の片付けを手伝いに行って県央とか

んんでいました。帰りのバスは、ほとんど、寝ていま

した。 

二十八期カラーチームに、参加できてとてもよかっ

たです。 

 

 
 

カラームーン班 

横浜地区横浜第 125 団 佐藤佐藤佐藤佐藤    梓梓梓梓 

「「「「みんなみんなみんなみんな Ohana」」」」 

 2 回目のジャンボリー。今回はカラーチームで参加

した。14NJ でみたカラーチームの演技はまぢでかっこ

よかった。そのカラーチームとして参加できるとはお

もいませんでした。でも、練習はほんとうにいやでし

た。大事な高校 2 年生の夏休みをほとんどカラーの練

習ばかり。全然あそべないし、めっちゃくちゃあつい

し、T シャツやけはするし、朝はめっちゃはやいし。

まじなきそーでした。でも、どーにかがんばりました。

用事がある日も最後の 30 分だけしかでれないのにち

ゃんといったりしました。やっと 7 月の練習がおわり

ました。おわったあ。と思い、次は NJ だと思い、荷物

の準備をしました。まじ持って行く物は多いいし、バ

ッグにはいらないし、もう NJ に行きたくない。と思い

ました。でもどーにか荷物の準備もおわりさー寝よう。

と思ったら朝の 4 時。1 時間しかねれづに、、、、第 15



memories of 28th Yokohama PERSPEX 

 6 

回日本ジャンボリーに出発です！！まじ寝むいし、重

いしいやでした。まぁバスに乗り出発でーすー。静岡

県の朝霧は 2 時間ぐらいでついてしまい、つまらなか

ったです。もっと遠いところへ行きたかったのです。

着いてまずは設営です。めっちゃあつくてやりたくあ

りませんでした。めっちゃ汗がかいたというのにその

日シャワーがこわれてシャワーにはいれませんでした。

本気でなきそうになりました。夜中にあめがふってあ

んまり寝れなくて最悪でした。そして 2 日目でーすー。

テントサイトをしゅうせいして。開会式をしたりしま

した。夜やっとシャワーにあびれましたあ♡ですけど雨

がふっていてシャワーをあびてもサイトにもどるまで

にびしゃびしゃになってしまって意味なしー。でもあ

びないよりはましなので。この日の夜中は雨がすっご

いふり、テントにしみてきてしまい、朝おきたらマッ

トとバッグがぬれていてもーしゃげでした。がちでか

えりたくなりました。3、4 日目は大集会の練習をしま

した。そしていよいよ 1 回目の本番の大集会です。な

んとなくですがうまくできました。6 日目ははじめて

のプログラムでした。でもぐだぐだしていて結局いき

ませんでした。7 日目は外国の人と交流をしてきまし

た。8 日目は閉会式でした。めっちゃ一生懸命やりま

した。絶対にまちがえないぞ！！笑顔でやるぞ！！と

思いなが演技をやりました。おわったときはもーめっ

ちゃないちゃいました。やりきったーっとめっちゃ思

えました。たぶんまちがえてない気がするのでよっか

たです。次の日、おかたづけをしてバスにのって横浜

に無事かえってきました。私はこの 15NJ でいろんな

ことを学びました。そして県央の上班のまりえさんが

まじかっこかわいかったです。あたしも 3 年後やって

みたいなあ～なんて少しおもったりしました。このカ

ラーチームで 15NJ に参加してよかったなと思いまし

た。すごいいろいろあったけどやっぱりカラーチーム

28th がだーいすきです。 

 

 
 

カラームーン班 

横浜地区横浜第 133 団 増田増田増田増田    貴行貴行貴行貴行 

「「「「自分自分自分自分のののの思思思思うままにうままにうままにうままに」」」」     

 この感想文を書くにあたり、今更になってあの長い

ようで短かった約一週間ばかりのみんなで過ごしたキ

ャンプの事を思い出します。 

 今になって思うのは、すごい楽しかったなという思

いで、正直な所、ジャンボリーに言っている間はずっ

と、あっちへ行ったりこっちへ行ったりと毎日がバタ

バタと騒がしくてまともに休めたりする事はあまりな

くて、つらいな、と思っていました。でも前に書いた

様に落ち着いて見ると、確かに毎日毎日忙しかった、

でもだからこそ充実していたと思います。 

 話しは変わって演技の方という事で、今素直に思っ

ているのは、15NJ チームのメンバー全員が、誰も欠け

る事無く J 大集会、閉会式のメインイベントに臨む事

が出来たのがすごくありがたく、また、すごく嬉しか

ったです。そういう訳で、僕自身としては 12KC で辿

り着く事が出来なかった場所には届いたと思うし、結

局さいごには 12KC の事なんか一切頭になく、閉会式

の時にはもうただひたすらに「このメンバーで、この

15NJ のラストに臨む事出来て本当に良かった。」とい

う様な事や、J 大集会のときの自分達の演技や、地区

訪問パレードの時の演技を見て自分達を応援してくれ

ている全ての人達に最高の演技で応えたい。という事

しか頭には浮かんでこなかったので、12KC のリベンジ

はキチンと出来たんだな、とやっと、今になって思っ

ています。 

 そんな演技なんですが、僕は陸上部の合宿があって、

丁度ジャンボリー前のリハーサルが始まった次の日か

ら出発日まで一切来る事が出来ず、正直な話、「全員出

来るようになったかな」とか「変更があったらどうし

よう」と思っていました。しかし、幸いにもみんな出

来る様になっていたし、特に変更もなくて安心してい

ました。そして向こうでリハをしている時、自分達の

演技を良くしようと向上心を持ってやっているように

見えました。今になって思えば、きっとこの時にその

目をして演技をしていたからこそ最後のあの感動を得

ることが出来たんだと思うし、またその目を見る事が

出来たのは何だかんだ言ってみんなが自分の目指す場

所へ努力をした結果なんだと思います。そのせいで舞

台に上がる前から泣きそうになっていたのはちょっと

本末転倒気味ではありますがね。 

 最後に、僕はすごい幸せ者だと思います。14NJ も、

12KC も、15NJ も体験することが出来た上に内二つは

カラーチームの一員として参加出来ました。そして何

より、そんな自分を支えてくれた周りの人々、両親、

先輩方に、後輩達、隊長、副長を初めとしたスタッフ

の方々に、そして何より自分達に熱い声援を送ってく

れたスカウト達に何よりも感謝しています。この中の

何か一つ、誰か一人が欠けていたら、あんな演技をや

ることは出来なかった。そう思います。なのでその人

達にこの場を借りて最大限の感謝を。本当に、ありが

とうございました。 
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カラームーン班 

横浜地区横浜第 20 団 合津合津合津合津    勝利勝利勝利勝利 

「「「「感想感想感想感想」」」」 

 僕は、演技を何回か、本番で失敗してしまったりし

たことがありました。練習の時は間違えなかったとこ

ろを失敗してしまって、そこがちょっと悔しいところ

です。 

  体調も一日目からずっと良くなくて、出発前のセレ

モニーでは、目の前が突然黄色くなり、すこしの間は、

我慢出来たのですが、さすがに耐えきれなくなってフ

ラフラとしてしまいました。そして、途中からずっと

座りっぱなしでした。 

 バス移動では、もともと乗り物が苦手で、すぐに乗

り物酔いになってしまうので、移動の最中はとても大

変でした。 

 演技していた時の気持ちは、とても楽しく、ちょっ

とだけ緊張したけど、無事に演技出来たと思います。 

 開会式とジャンボリー大集会と閉会式では、どれが

一番良かったというと、閉会式が一番良くできたと思

います。なぜ閉会式が一番出来たかというと、夜にや

って暗かったので、観客の顔を認識する事がなく、視

線が気にならなかったからです。なぜ視線が気になる

かというと、演技の最中に観客の目の前まで行くのが

あって、失敗してはゼッタイにいけないと変なプレッ

シャーを自分で自分にかけていたからです。 

 プロジェクトについては２回だけ参加して、アーチ

ェリーをして、とても楽しかったのと、布染めをして

僕は１回だけやったんだけど、先輩たちは２回目もや

っていました。 

 ブヨに刺されて、うでが動かなくなって、交流会が

まだうでが治っていないときにあり、僕は楽器を持っ

ているだけで、叩くことがまだ出来なくて、ただ立っ

ているだけでとてもその時は、恥ずかしかったです。

そして、演技が終わった後は、ゲームをして遊び、交

流会は、グッズ交換をやらずに終わってしまいました。 

 地区訪問パレードでは、とても懐かしい人に声をか

けられてその懐かしい人も日本ジャンボリーに、来て

いたんだとビックリしてしまいました。その懐かしい

人とは、僕がカブ隊の時の副長さんでした。その副長

さんとは約６年くらい会っていなかったのに、よく僕

だと分かったと思いました。その副長さんからは、原

隊隊長を通じて、バンダナをもらいました。 

 閉会式はいろいろとありました。なにがあったかと

いうというと、まず、うでが動かなく、動かそうとす

ると、痛みが感じられました。でも、いざ本番になる

と、痛みを忘れて、思いっきり、ドラムを叩いてしま

いました。ですが、そのおかげかどうかわかりません

が、痛みが消えて、うでも動くようになり、その後の

演技もおおきな問題もなく、スムーズに演技をやるこ

とが出来ました。あと、演技が終わった後も、まだ、

閉会式は続いていたので、少しでも閉会式を見ること

が出来ました。なにかのライブもありましたが、よく

わからなかったです。あといろんな県などからの演技

を見たり、花火をみたりと、とても楽しい閉会式でし

た。そして最後は、いろんな国の国旗を降ろして、閉

会式は、終わりました。 

 そして、最終日。 

 片付けを午前中やり、午後から帰る予定だったので、

ものすごく大変でした。僕は、神奈川県連盟のテント

の片付けに行き、カラーチームのテントは片付けませ

んでした。どんどんテントが無くなっていくのを見て、

ちょっぴり楽しくなってしまいました。 

 そして、帰りのバスに乗った時は、ほんとに終わっ

たんだと思いながら達成感を感じながら楽しい気分で

帰りました。と、言いたいんですが、乗り物酔いです

ご～くきつかったです。 

 そして解散場所に着いた時、酔いでしばらく動けま

せんでした。ですが、いつまでも休んではいられない

ので、できる限りは、動きました。 

 そして、セレモニーでは 

 セレモニーは、乗り物酔いがまだ残っていて少しボ

ーっとしながら出ていたので、あまり記憶に、残って

いません。 

 ですが、僕は、カラーチームとして参加する事が出

来て、良かったと思います。 

 

 
 

カラームーン班 

横浜地区横浜第 58 団 佐古佐古佐古佐古 真昼真昼真昼真昼 

「「「「LOVE!!カラーチームカラーチームカラーチームカラーチーム」」」」     

 「カラーチーム」の存在は知っていた。興味はあっ
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た。父の転勤で横浜に来た。年齢的にも土地にもチャ

ンスに恵まれたと思った。 

 12KC で初めてカラーチームの演技を見た。僕はただ

すごいと思った。漠然としていた気持ちが好奇心へと

変わった。その好奇心がカラーチーム入隊の決意とな

った。 

 三月。いよいよ訓練が始まった。毎週土日、寝食を

共にしながら、みなと祭に向けての練習は、週を追う

毎に厳しくなっていった。初参加の僕は、何もかもが

目新しくて、先輩の言動や行動を見聞きしつつ行動し

たつもりでいる。が振り返ってみると、もっと積極的

に自分からアプローチをしてもよかったのかなと思わ

なくもない。 

 小机城址、みなと祭当日は、自分が想像していた以

上に緊張した。いかにきれいに見せるか。その時の僕

はまだ、そこまで高い意識を持てず、間違えないよう

に。服装が乱れないように。今思えば自分の事で精一

杯だった。 

 みなと祭も終わり、ジャンボリーにカラーチームの

メンバーとして参加することにした。部活との両立。

実は親から忠告されていた。しかし、カラーチームの

中に友達ができ、話せる先輩もでき、自分なりに楽し

くなっていた僕は、忠告を甘くとらえ、なんとかなる

だろうと思っていた。やがてなんとかならなくなる日

が来ると知らずに… 

その日は意外と早くやってきて、大事な訓練と大事

な試合が重なって身動きがとれなくなり、悩む僕に両

親は非常に冷たかった。 

「だから言ったでしょ」この一言で僕は自分で考える

しかなかった。時間が経ち、冷静に考えれば、悩むに

は値しない問題であったが、そのときはとても苦しか

った。図々しい僕は、部活には代わりはいるけど、カ

ラーには代わりはいないと自分に言い聞かせ、心を入

れ替え一生懸命練習した。 

 気づけばジャンボリー。2 日目からの雨で劣悪な環

境の中、淡々と毎日をこなしていった。他の音楽隊の

演技を見たり、通常会えないであろう皇太子殿下や岡

田監督を間近で見れたり、気持ちは上がったり下がっ

たり。そんな中自分たちの演技を終えて、やっぱりカ

ラーチームはすごいな、一人も欠けずに演技ができて

本当に良かったと思った。自分の達成感、充足感に加

え、人を感動させることができてよかった。 

 今回僕は 28 期カラーチームに参加した。先輩方から

昔の話も聞いた。その時、その期でしか味わえないこ

とがある。どんなに辛かった話も、厳しかった話も楽

しそうに聞こえた。僕もいつか 28 期の仲間とそんな思

い出話をしたいと思う。 

 余談。久びさにやった汚水処理。毎回ジャンボリー

の時自分は下っ端だ。汚水処理はライフワークになり

そうだ。＾＾ 

 今まで本当にありがとうございました。  

 

 
 

カラームーン班 

横浜地区横浜第 58 団 蓑津蓑津蓑津蓑津    拓海拓海拓海拓海 

「「「「たくさんたくさんたくさんたくさん学学学学んだんだんだんだ。。。。15NJ」」」」 

 僕は正直、15NJ に参加する事が、不安でいっぱいで

した。ボーイ隊時代、14NJ にも 12KC にも参加したこ

とのない自分が、果たして 8 泊 9 日も、キャンプ生活

が送れるのか心配でした。 

 そんな複雑な気持ちのまま、15NJ が始まりましたが、

設営をしていくうちに、だんだん雨が降ってきて、最

悪のコンディションでやることになってしまいました。

おかげで、制服などが濡れました。その後も、何日か

雨が降り続けたので、内心家に帰りたいと思いました。

でも、富士山のふもとでの実施だったので、仕方ない

とも思いました。 

 天候が良くなったのは、ジャンボリー大集会前日の

4 日目でした。本番まで時間がなくて、フロアでリハ

ーサルが出来たのも、限られてしまい、数回しか出来

ませんでした。大集会当日、楽屋の前で待機している

時、僕はかなり緊張していました。でも、いままでの

事を思い返していました。炎天下の中、肌が黒くなり

ながら日産スタジアムで練習した日々の事や、報告書

が未完成なのに、「ジャンボリー、楽しんでこいよ。」

と見送ってくれた原隊の先輩やリーダーなど、頑張ら

なきゃと心の底から思いました。 

 フロアの横にスタンバイした時、たくさんのスカウ

トが視界に入ったので、体がガチガチになりそうでし

た。 

本番は、集中して全力で、演技が出来たと思います。

自分自身も、やって楽しかったです。でも、演技を閉

会式でもやることはわかっていたので、細かい部分を

調整して、閉会式でも頑張ろうと思いました。 

6 日目以降は、嬉しい事に晴れている日が続いたの

で、練習も順調にやる事ができ、プログラムにも参加

することが出来ました。あと、みなと祭りの時にやっ

たパレードもやりました。ものすごく懐かしいなぁと

思いながらやっていたら、周りから人がたくさん集ま

ってきて、人気者じゃんとも思っていたりしました。

大変だった、キャンプ生活の事も、忘れてしまいまし
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た・・・。大集会やパレードの演技によって、カラー

チームの知名度は、どんどん上がったと思います。 

そしてついに、2 度目の本番の閉会式がやってきま

した。これで、演技を見てもらうのは最後で 28 期の演

技も最後だと思うと、少々悲しくなりました。 

ステージに立った時、一番最初に思ったのが、「虫も

集まってきてるじゃん。」ステージの床やライトに、た

くさん虫が集まっていたのです。正直、気持ち悪いな

ぁと思いながら、虫を踏まないように慎重に演技しま

した。目線は、下を見ないようにやりました。 

演技が終わって思ったことは、大集会よりも盛り上が

った事です。手拍子をしてくれた人も多くて、演技を

やっている側として、とてもやりやすかったです。閉

会式も無事に終わり、長いキャンプ生活も終わってし

まいました。自分の予想以上に 8 泊 9 日は長いようで

短かったです。ジャンボリーとは、ボーイスカウトを

やっていて、一番楽しいキャンプだと思います。それ

を、今回カラーチームとして参加出来て、本当に最高

だとおもいました。4 年後の、16NJ のも、派遣隊とし

てか、カラーチームとして参加するかわからないけど、

また参加したいと思いました。 

 

 
 

カラームーン班 

横浜みなと地区横浜第 6８団 梅崎梅崎梅崎梅崎    香香香香 

「「「「ちゃんほえばちゃんほえばちゃんほえばちゃんほえば」」」」 

 ついに、28 期カラーチームが、終わってしまいまし

た。みなと祭りのための合宿からジャンボリーまでの

約 5 ヶ月間ずっとみんなと一緒に頑張って練習してき

たのに、もうこれでおしまいなんだと思うととても寂

しいです。 

 初めて、カラーチームの合宿に参加したときは、自

分が思っていた以上にきびしそうに感じました。でも、

すごく楽しくて毎週、土曜日・日曜日が楽しみになり、

カラーの活動がない平日はとても長く感じました。 

 楽しいことも、嫌なことも沢山あったけどいま思う

と全部いい思い出です！！ 

 15NJ では、1 日目から“ぶよ”に、たくさん刺され、

刺されたところが腫れて、すごく痛くて最悪でした。

まだ、朝霧について 1 日目なのに、「早く演技して、早

く帰りたい」とか思ったり、「これから 9 日間ずっと朝

霧にいるんだ・・・」と思うと、すごく気が引けまし

た・・・笑 

 雨が降ったりすると、自分たちのサイトの前の道が、

ぐちょぐちょになってすごく歩きにくく、ぐちょぐち

ょの土の中に足がはまったりして、移動するときが大

変でした。また、朝起きたら夜、外に出してあった長

靴に水がたまっていて、ビニール袋をはいて長靴を履

いていたりしました！笑 

 大集会では、みんなの気持ちが 1 つになってすごい

良い演技をすることができたと思います！！演技中。

みてくれている人たちが手拍子をしてくれたりして、

すごく嬉しかったです。大集会が終わった後、リーダ

ーが撮ってくれた演技のビデオをみんなでみました。

自分たちが演技をしていたときは、「いつもよりいい演

技ができたなあ」くらいしか思ってなかったけど、ビ

デオをみてちょっと感動しました。日産スタジアムで

練習していたときに、タイミングがあわなくて何回も

練習したところも、本番ではバラバラにならないで、

綺麗にできたと思います。 

 6 日目・7 日目は、リバーやマウンテンやウォーター

やファイヤーで、パレードをしました。パレードでも、

各サイトの人たちがみてくれて、「おお！！」とか「か

っこいい」とかいろいろ言ってもらえて嬉しかったで

す。でも、パレードは、もう少し頑張れた気がしまし

た・・・。 

 閉会式で、正直 1 番印象的だったのは、ステージの

上の虫の多さです・・・！笑カナブンとかがいっぱい

でびっくりしました・・・笑 

 また、演技を見てくれていた人たちの歓声は、今で

もすごく印象に残っています。閉会式の演技は、大集

会の時以上に、あっという間でした。演技の直前に、

ステージ左側に待機していた、ブルーフラッグ・レッ

ドフラッグ・イエローフラッグのみんなで円になって、

一言ずつ言いあって、最後に“しょい”をしました。

みんながそれぞれ言った思いは、叶ったと思います。 

 私は、今回の 15NJ に横浜カラーチームとして参加

し、みんなと最高の演技をすることができて本当に嬉

しいです。 

 15NJ が終わるまでの約 5 ヵ月間、楽しく充実した時

間を過すことができたと思います。 

 自分たちを支えてくれ、応援してくださったリーダ

ーの方々や先輩方や家族やみんなに感謝したいです。 
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カラームーン班 

横浜地区横浜第 73 団 兼城兼城兼城兼城    涼香涼香涼香涼香 

「「「「15NJおつかれさまでしたおつかれさまでしたおつかれさまでしたおつかれさまでした！」！」！」！」 

 15NJ までの準備期間は長いようでしたが、実際は時

間が足りないと思いました。新しい手技や足技をやっ

て、新しい演技などいろいろ詰め込んで頭がパンパン

になりましたよ・・・。練習では何回も間違えて皆さ

ん迷惑をかけました。特にスカイブルーの人たちには

たくさん迷惑をかけました。本当、ごめんなさい。 

 １５NJ に行く、何日も前から緊張してしまいました。

特に練習がない日はセッションをやらないと不安にな

りました。部活があって遅刻が多くて、演技覚えられ

なかったり・・・。 

 １５NJ の１日目、設営では虫が多かった・・・本当

にそれは嫌！！（笑）午後？夕方？に明日の開会式の

ための旗持ち練習があって、掲揚の練習も何回もしま

した。音楽にあわせて上げ下げが上手くできなかった。

この練習の時にぶよにたくさん刺されたの！次の日か

ら腕がパンパンに腫れてました。痒くて、痛くて、で

もラップ巻いたら重傷者みたいで恥ずかしかったから、

すぐに外しました。（笑）せっかく巻いてくれたのにご

めんなさい。 

 2 日目、開会式本番！この日は朝からリハとかやっ

てたかな？本番で初めてあんなに大勢の人の前に立っ

た。緊張した！前にいた人と目が合ったとき、気まず

かった！（笑） 

 掲揚の時の静岡のファンファーレは今でも耳に残っ

てる！一週間ぐらい毎日聞いてたからね。 

 3、4 日目はリハしたりプログラム回ったり、してた

かな。開会式終わったら J 大集会のリハがすぐに始ま

った。アリーナのステージ上で堂々と？演技出来て、

気持ち良かった！！他の演技団体のリハも見れた！県

央カラーチームはリーダーが厳しそう（焦）てゆうか、

厳しいよね。演技では V 字とかの足技が綺麗だった！

間隔が均等ですごいと思った。 

 富山スカウトバンドはすごい迫力！聴いたときは感

動！！本当に泣きそうになったからね！富山に演奏聞

いたら、ドラムやりたいとは思わない。 

 静岡のファンファーレ隊はいつも歌ってる曲を演奏

してて、雰囲気違うなと思った。 

 リハ以外の時間はプログラムに回るはずだったけど、

結局あんまり行けなかった。でも、たくさんの人と交

流できた！！兵庫の人や東京、大阪、沖縄、佐賀、愛

知など！都道府県によって方言とかあって、話してて

楽しかった！方言しゃべれるようになりたいな～（笑）

仲良くなれて良かった！！ 

 ５日目は J 大集会！！朝から予定詰まってて忙しか

ったですね。一番、緊張した日だった！横浜の前がチ

アリーダで、「ダンスは負けるわ」って思ったね（笑）

本番・・・入場して前見たら、たくさん人いた！どこ

見ても人、人、人！！緊張して顔が強張っていたと思

う・・・でも、airwave が始まったら、見てるスカウ

ト達が、手拍子してくれて、すごく嬉しかった！！嬉

しかったから、笑って演技した！つもり！でも、顔が

怖いって言われたね～（笑）演技は間違えずに出来た

から安心しました。終わって、リーダーに見せてもら

った映像みたら、「こんな演技だったんだ」って思っ

た！28 期カラーチームとして演技できて良かっ

た！！思ってたより上手でした！（笑）2 万人の観客

の中にすごいと思ってくれた人がたくさんいるといい

な！！ 

 ６、７日目はよく怒られた気がします・・・浮かれ

てたかな・・・？静岡物産展での演技やリハをしまし

た！！何回もやったけどノーミスで出来たときが一回

もありませんでした・・・。絶対気が抜けてたし、集

中出来てなかった。それで閉会式を迎えたので、すご

い不安でした。 

 閉会式はすごい盛り上がっていて、ミスしたら盛り

下がる気がして、すごく集中したつもりです。集中し

ながら、楽しみました！！本当に楽しかった！！ステ

ージには虫が多くて、泣きそうだったけど、思い切り

楽しみながら最高のパフォーマンスをしましたよ！悔

いは残ってないし満足できてる！！ 

 でも、自分でそう思ってても、演技が本当に良かっ

たかは分からないよね。評価するのは自分じゃなくて、

観客だから。 

 誰か私達の演技をすごいと思ったかな？私達の後輩

で憧れた人はいるかな？2 万人の中に感動した人はい

るかな？ 

 もしそう思ってくれる人がいたとしたなら、私はす

ごく嬉しいです。 

 28 期カラーチームとしての一員として、15NJ とい

う大舞台に立てて、誇りに思います！まだまだのとこ

ろもたくさんあるけどね・・・。 

 28 期カラーチームのリーダー、インストラクター、

日本連盟の方々、県連の方々、本部役員の方々、考査

員の方々、保護者の方々、又横浜カラーチームに関わ

ってくれた方々、今までありがとうございました。私

達がステージで演技出来たのは、皆さんの応援、努力

あってのことです。本当にありがとうございました。

これからもよろしくお願いします。 
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カラームーン班 

横浜地区横浜第団 73 団 鈴木鈴木鈴木鈴木    優太優太優太優太 

「「「「１５１５１５１５ＮＪＮＪＮＪＮＪをををを終終終終えてえてえてえて」」」」 

 僕がこのカラーチームに入ったきっかけは、１５Ｎ

Ｊです。僕はカラーチームの入り方も知らなくてまさ

か自分がカラーチームの一員となれるなんて思ってい

ませんでした。原隊で 15NJ の話をしていた時、15NJ

に行きたい人が多くて全員が派遣隊として行くことが

できませんでした。その時にカラーチームとして 15NJ

に行く方法をしりました。僕はビーバースカウトの頃

から県央カラーチームを知っていて、カラーチームに

憧れていました。なのでその時カラーチームとして、

15NJ に行くことを決めました。 

実際に 15NJ を終えて、今までの練習などを振り返

ると、辛かったこともたくさんあります。第一回合宿

の時、僕はカラーチームの恐さをしらず、カラーチー

ムは皆仲良く、楽しい所だし、これから楽しみだと思

っていました。しかし毎日こういう事をするわけでは

ありませんでした。 

第二回合宿、この日から演技の基本的な練習が初ま

りました。この日のアテンをかけながらの動作が辛く

て、正直逃げ出したいくらいでした。この日から大変

な練習が初まりました。 

まだ慣れていない時は、「こんな短い時間じゃ出来な

い」とか「喉が乾いてこれ以上声なんて出ない」とか

「いつまでフォアードしなきゃいけないの、もう次の

練習したい」とかすごく思っていました。しかし慣れ

てくると「そろそろ休憩かな」とか「ぎりぎり間に合

った」と思うことが多くて、楽になってきたと思いま

す。 

そんなことを繰り返してると、15NJ がやって来てし

まいました。正直あっという間に NJ になってしまった

ので不安でした。まずは開会式。本当に練習する時間

がなくて大変でした。 

その日の夜に大雨が降ってしまって、大変でした。

夜中の二時ぐらに、男子が寝ているマーキーの内一つ

が水没してしまい良く寝れなかったことを覚えていま

す。次の日は、乾燥作業になってしまい、プログラム

には行けませんでした。こんなことをしていると、も

うジャンボリー大集会です。大集会の時、演技をして

て一番思ったことは「楽しい」です。お客さんが楽し

んでるのを見て自分も楽しくなれました。 

次の日、この日はプログラムに行ける日で班は崩し

て行動しましたが、いつもと違うメンバーで行動出来

て楽しかったです。この日から横浜のカラーチームの

人気がすごくて、おどろきました。皆が「サインして

ください」とか「頑張ってください」と言ってくれる

と元気が出て、とても楽しい日になりました。同じよ

うなも一日続き、いよいよ本番を向かえました。皆の

期待にこたえられるように頑張りました。結果はすご

く良かったと思います。こんな素晴らしい演技を 28

期の仲間と出来て良かったと思えました。 

閉会式がおわり、バスに乗って帰り、いよいよ帰る

時が来ました。別れはさみしいけれど、28 期としてカ

ラーチームをやれたことは誇りに思っているし、やり

残したことはないと思うので、次に会える時を楽しみ

にしていました。こうやって振り返ると 28 期のカラー

チームでよかったです。僕は 28 期の皆が大好きです。 

 
 

カラームーン班 

横浜地区横浜第 79 団 若原若原若原若原    緑緑緑緑 

「「「「スイッチスイッチスイッチスイッチ」」」」 

 横浜カラーチームに入ったとき、私はみなとまつり

までにしようと思っていました。でも途中で１５NJ ま

で参加できることになって、すごくうれしかったです。

理由はいろいろな思い出ができたからです。 

 第１回合宿でやったドッチボールはとても楽しかっ

たです。でも、ボール２個でやるのはこわかったです。

国旗掲揚の練習ができて本当によかったです。残った

ごはんでつくったおにぎりであじが入ったやつがあた

らなくてよかったです。 

 第２回合宿で旗持ち練習をしたとき、自分身長が低

いのだと思いしらされました。かなしかったです。サ

イドスピンアックスをおそわりました。むずかしいけ

ど楽しい技だなと思いました。 

第３回合宿は、悲惨な中間テストあけでした。勉強

しなきゃなと思いしらされました。第 3 回合宿と第４

回合宿が頭の中でミックス的なことしているので、両

方の感想を混ぜてかきます。２つの班が一部屋をわけ
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あうことがあったとき。人数が多くてあつかったおぼ

えがあります。衝撃的なことがありました。びっくり

でした。いや、今でもおどろきです。野営章と炊事章

のレポートを合宿中にやれてよかったです。自分がわ

からないところ教えてもらったからです。あの時はあ

りがとうございました。演技練習のとき、最初 airwave

を曲にあわせたとき、はやいなあとおどろきました。

でも曲にあわせるのはたのしかったです。 

 第５回合宿は予備キャンプでした。遅刻してすいま

せんでした。マーキーをたてたことがあまりたてたこ

とがなかったので新鮮でした。夜レポートやる時間が

あってよかったです。サインがいくつかついてよかっ

たです。私のグループの数人が少なくてさびしかった

です。 

 第６回合宿は、最後の合宿でした。夏休み前に１回

合宿が予定されていた気がしました。部活があって遅

刻しました。すいませんでした。サプライズは台本っ

ぽいのを当日見してもらいました。ぎりぎりだな思い

ました。ダンス練習をしました。動きがむずかしくで

きるか不安でした。でも、やってるとだんだん楽しく

なってきました。あれ？これボーイスカウトだっ

け？？と途中思うことがありました。普通のダンス教

室のようでした。 

 １日練習は、セッション時間が合宿より短く、かな

しかったです。日産スタジアムに自転車（折りたたみ

でタイヤ小さい）で行くとき大倉山のさかを毎回のぼ

ってたのでとてもつかれました。朝、ようこちゃんと

まちあわせをしました。いつもおくれてすいません。

ラジカセがこわれてできなくてかなしかったです。１

日練習の日はとても暑くて自動販売機の商品を制覇で

きるかなと思いました。 

 １５NJ という実感があまりわかないままあさぎり

につきました。ついたとき、あの会場で演技するのか

とたのしみでした。設営のときは身長がほしいなと思

いました。掲揚は、最初失敗しました。でも次からは

なんとかがんばれました。よかったです。２日目ぐら

いから長靴がないと大変でした。開会式は少しミスを

してしまいました。アリーナ周辺はとてもぶよがおお

くてやでした。ぶよってもっと大きいものだと思って

いました。微熱をだしてプログラム参加できなくてか

なしかったです。大集会のリハでたくさんミスをして

しまいました。不安な気もちで大集会でした。本番で

は少しだけみすをしてかなしかったですが、それ以上

にとても楽しかったです。ある日、すずと散歩したと

き、いろいろはなせてたのしかったです。また散歩し

たいなと思いました。ドームテント内はとてもあつか

ったです。朝から TLS をきいて、こんなおき方したく

ないなと思いました。じゃんけん列車でうでたてをす

るとは思っていませんでした。 

 閉会式の前に最悪なことをしてしまい、たくさんの

人に迷惑をかけました。ごめんなさい。本番前なのに。

閉会式はとてもたのしかったです。富山スカウトバン

ドの TLS がとてもかっこよく、県央カラーチームがと

てもきれいでした。何回かみすをしました。演技中は

とてもたのしかったです。演技がおわると、これが最

後の演技なんだと思ってとてもかなしくなりました。

閉会式のあいだなんだかテンションが高くなりました。

花火はくもってて残念なかんじがしました。 

 NJ 中にいろいろなことができてたのしかったです。

作文用紙には書ききれないことがたくさんありました。

悔いは少しあります。だけどそれ以上にとてもたのし

かったです。今までありがとうございました。 

 

 
 

カラームーン班 

横浜地区横浜第 79 団 渡邊渡邊渡邊渡邊    昂昂昂昂大大大大 

「「「「カラーティームカラーティームカラーティームカラーティーム」」」」 

    僕はこのカラーチームでジャンボリーに行けてとて

も幸せでした。カラーチームだったから 8 泊 9 日とい

うなが～い、なが～い時間を過ごすことができたのだ

と思います。 

でも当日での練習は日常にきついものでした 

僕はジャンボリーのための合宿は初日と最後しか参

加できなくて周りの皆は 1 曲目はしっかりできるのに

僕はできない、久しぶりすぎて動きができい体力がな

い、さらに周りともうまくなじめないという最悪の状

態でした。でもそんな時だからこそガンバローと思っ

てがんばり始めました。平日の練習は、朝早くはじま

り夕方に終わるという長いものだと思っていたけれど

集中すると時間があっという間に過ぎていき、大人が

いう「一日は短い」は本当だと、15 歳になり初めて実

感しました。あと感じたものがあり、それは技術です。

毎日たくさん練習しただけあり自分でも技術が向上し

ていると実感することができました。それでも周りよ

り下手だったので上手になるようにガンバりました。

なんにちかするとドラムの練習も初まり楽しくなって

きました。新曲の練習は簡単だったのでよかったです。

パレードの練習はう～ん良かったです。そんなこより

おどろいたものがあります。それはポジションで、僕

がセンターということです。選挙をやっていないのに

センターにだけどちゃんと責任をもって頑張りました。 

8 月 1 日出発！たくさんの人に見送られ故郷を離れ

ていき、バスの中はワイワイしていて気分が上がって

いきました。僕は梅さんがとなりで寝顔もかっこいい
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と思って座っていました。なんだかんだやって大集会

になりとっても緊張しました。人がいっぱい、心もい

っぱい。でも本番演技が楽しかったので緊張はなかっ

たです。終わったときは達成感で満ち満ちていました。

たくさんの練習や注意、トラブルなんかで揉まれたか

ら感じることができたのだと思います。その日の夜は

中上げ会があり、自分たちの演技を見たりリーダー方

の感想を聞いたりして感動でした。次の日は待ちに待

ったプログラム参加することができ、プログラム楽し

んだり他の県の人と交流、グッズ交換ができて大会を

楽しめた気がしました。パレードもこの日から始まり、

久しぶりなのと人がいっぱいで緊張してしまいました。

終わるまで少しですシャワーの事件、マーキーの事件

いろいろあって閉会式になってしまいました。 

 閉会式は最後の演技、とても重みを感じ最高のモノ

しようと思って入場の時思いました。ステージに立っ

たときはびっくりしました。虫の死、とスカウトの勢

いに。演技が終わった時は、終わってしまった。とい

う悲しさが大きかったです。閉会式はライブがあった

り花火があったりみんなで を組んで歌ったり素晴ら

しい夜でした。 

帰る時、バスから手を振った時せつねーなんて、思

いました（笑） 

 普通の高校生では体験できないことを体験出来た 9

日間、いろんな県の人と友達になったり。2 万人の前

で立って演技をしたり、とっても貴重な体験、このこ

とは忘れることはないと思います。 

 スカウトの皆さーん。リーダーの方々ありがとうご

ざいました。28 期の一員で本当によかったです。○○

○ないシンバルでスイマセン！来年こそはシンバルマ

スターになります！来年また会いたいです。 

ジャーン♪ジャーン♪ジャンジャンジャンジャン♪ 

 

 
 

カラームーン班 

横浜地区横浜第 95 団 橋本橋本橋本橋本    直樹直樹直樹直樹 

「「「「僕僕僕僕のののの気持気持気持気持ちちちち」」」」 

 僕は、このカラーチームに入ったとき、15NJ には行

かないつもりでした。でもみなと祭りまでに僕は意思

が変わって、NJ に以降と思いました。僕が行こうと思

った理由の一つは、このカラーチームという団体の中

に僕の居場所があるような気がして、カラーチームの

みんなに受け入れられていると思い、またみんなと一

緒に過ごしたいと思ったので NJ に以降と思いました。

実際他にも事情があったり、言葉で表せないような想

いもありました。でも一番の理由はさっき言った通り

です。15NJ まで僕らは、厳しい練習や技能章を取るた

めのキャンプがありました。面倒なこともありました

がたぶんこれを書いてる今は後悔していないと思いま

す。演技の曲はいい選曲だと思いました。最初に足技

だけを練習した時は、「こんな難しいの覚えられないだ

ろ。」と、思いました。手技も入ったら本当に難しくて

無理だと思いました。僕はパイレーツのダンスまでは

イエローフラッグでした。難しかった足技や手技もイ

エローの方々にアドバイスや教え合ったりして、だん

だん自分のものにすることができてきました。今回の

NJ の演技では新しい要素、さっきも書きましたがダン

スを演技に取り入れていました。実はというか普通に

ダンスなんて本格的にやったことないし、できるか心

配でした。初めに、ダンスの基本を教えてもらいまし

たが、当然の如く出来るわけがなく、本当に演技でや

るのか心配でした。このダンスの練習を初めてやった

日が合宿最後でつぎから日産スタジアムで練習でした。

その時演技はまだ完全に完成していなくて NJ までも

わずかしか時間がありませんでした。結局、NJ まで全

員が一緒に演技するというのはありませんでした。そ

して、向かえてしまった 8 月 1 日。NJ 出発日です。こ

の日のために僕たちはたくさん練習してきました。こ

の日は朝霧の地に設営して、翌日の開会式に備えて練

習をして寝るだけでした。アリーナはブヨがたくさん

いて刺されてる人がたくさんいました。イケメンにた

くさん寄ってくると思いましたが違いました。僕は一

匹も刺されなかったから…。開会式はあいにくの小雨、

制服がぬれてしまって気持ち悪かったです。この日は

大雨になりサイトはぐちゃぐちゃマーキーに浸水の大

被害でした。長靴って本当にいるのかと思ってました

が早速使うことになりました。カラーチームが演技を

するのは大集会と閉会式の二つ、他にも小さな演技を

しました。大集会では、初めて 2 万人という大規模な

ステージで、2 万人という人の目を集めて演技をしま

した。プレッシャーは大きかった。でも達成感もあり

ました。でもここでだれてはいけないと思ったので閉

会式に備えて改めて気合を入れ直しました。閉会式が

行われる前の日や他の日にパレードをしました。パレ

ードでは自分達の気合の無さが出ていました。間違え

ている人たちが結構居てもっと頑張らないといけない

と思いました。そして向かえてしまった 28 期最後の本

番、閉会式。2 万人という大規模な人たちの前での最

後の演技。ステージの上は輝いていてたくさんの人た

ちの視線が集中していて緊張しました。盛り上がりは

半端じゃなかったです。僕は何としても成功させたい

と思いました。パイレーツの時 3m ポールで歩いてい

る時気合を入れすぎてクイックターンをして滑ってし

まったことはよく覚えています。ですが、自分の演技
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に悔いはなかったです!僕のできる最高の演技と熱い

想いを 2 万人の方たちにぶつけることが出来たと思い

ます。僕の目標でもあった「全てを魅せる」が達成し

た瞬間だったと思いました。僕は元々NJ に行かないつ

もりでした。でも今は NJ に行って良かったと思ってい

ます。こう思えるようになったのは自分の隊の方の支

援や応援によるものだと思います。そして何より、こ

のカラーチームのみんなが居てくれたおかげだと思い

ます。たくさん怒られたし、苦しくて投げ出したいこ

ともありました。でも、みんなが居たから、支えにな

ってくれたから、乗り切ることが出来ました。本当は

こんな原稿用紙なんかに埋まらない楽しいことや気持

ちがあります。でも言葉で表せるのは、この程度です。

なので最後に、こう言わせて下さい。 

☆ このかけがえのない一瞬をありがとう☆ 

 

 
 

カラームーン班 

横浜地区横浜第 133 団 杉田杉田杉田杉田    汐音汐音汐音汐音 

「「「「15NJ感想文感想文感想文感想文」」」」 

 みなと祭りを終えて NJ に向けて練習が始まったと

き私は初めてフラッグを待ちました。何がなんだかわ

からなくて、みんなについて行くのが精一杯で、とて

も大変だったのを覚えています。最初はアテンもとて

も辛くてたくさん注意されたこともありました。一つ

一つの技もフラッグに慣れていなくて全然キレがなく

てダメでした。でも、とても楽しくてフラッグの練習

は全然苦じゃなかったです。NJ の演技も覚えるのがた

くさんで動きだけでも大変でした。曲でやるのも曲が

速くてついていけなかったりと本当に難しかったです。

合宿がなくなって日産で練習するようになって夏休み

入ってからすぐ練習で学校の夏期講習や部活のあとに

カラーの練習で毎日ハードでとても大変でした。それ

でも演技しているときはとても楽しかったです。ダン

スや女子たちの演技で自分が技を考えたりと、暑い中

だったけど本当に楽しかったです。ドラムの新しい曲

を覚えるのはとても苦戦して楽譜を書いてもらったり、

たくさん助けてもらいました。 

リハーサルでは演技をまちがえずにできたけどスカ

ートの早着替えが上手く出来なかったりとグダグダだ

った気がします。そんな不安いっぱいで NJ をむかえ

ました。 

NJ1 日目では設営のための荷物運びが、とりあえず

辛くて 1 日目にして帰りたいと思いました。マーキー

などたてるのは初めてでつかれました。設営のあとの

練習でアリーナに行ったときはブヨが多くてたくさん

さされたことしか覚えてないです。 

2 日目は開会式の旗もちで動きが全然覚えられなく

て本番でもたくさん失敗して泣きそうでした。 

3 日目は 2 日目に降った雨でサイトがべちょべちょ

でひどかったです。午後は演技の練習で県央カラーチ

ームや富山スカウトバンドの人達と対面して富山スカ

ウトバンドの演技をみたときは鳥肌がたちました。同

じドラムを持っているはずなのに富山の人たちは背筋

もよくてたくさん動いていてとにかくスゴかったです。 

4 日目はプログラムをまわれる時間でグッツを買い

ました。キティちゃんグッツはほぼ制覇しました。そ

の後は演技の練習で間違えずできました。 

5 日目の大集会では人の多さに驚き、すごい緊張し

ました。大集会、大成功でよかったです。感動でした。 

6 日目は北川さんにドラムを教えてもらい感激でし

た。曲まで作って頂いて本当にうれしかったです。で

も難しくて、なかなかみんなと合わずたくさん変えて

簡単なものにしてもらいました。本当申し訳なかった

です。その後はパレードをして、北川さんに教えてい

ただいたたたき方でパレードをしたら、手首がとても

痛くなってしまいました。パレードは久しぶりすぎて

ドラムも音がズレまくっていて反省点が多かったです。 

7 日目はパレードの前にたくさん交流が出来てすご

い楽しかったです。午前中は外国のブースへ行ってい

ろんな人と交流し、友達ができました。うれしかった

です。いろんな県とも交流がたくさん出来て、たくさ

ん歩き回ったけどすごい楽しかったです。パレードも、

6 日目よりは良かったと思います。 

そしてあっという間に 8 日目で閉会式。最後の演技

でした。すごい盛り上がっていて、演技する前から泣

きそうでした。でもステージにはカナブンや蛾がたく

さん飛んでいて、それを見たとき顔が引きつってしま

い、それでも泣きそうになってしまいました。でも、

ステージに立った時、緊張をいうより、楽しいという

思いでいっぱいでした。女子の演技の途中、大きな音

でバーンっとなったときはすごいビックリしたけど感

激しました。演技が終わり、みんな泣きながらの降納

でした。閉会式は本当盛り上がって花火もすごかった

です。みんなでしたあの演技や感動は一生忘れられな

いです。 

9 日目の徹営では夜に雨が降ったためテントはぐち

ゃぐちゃで片付けが本当大変でした。ドームテントに

は何十匹ものくもがついていてとっても大きいくもも

いて、怖かったです。運ぶのも大変でつかれはてまし

た。帰り、バスの中は爆睡でした。小机について、NJ

が終わるのとカラーが終わるのも実感できないです。

充実した日でした。 

28 期カラーチーム最高です！ 
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カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第 133 団 杉田杉田杉田杉田    琴美琴美琴美琴美 

「「「「初初初初めてのめてのめてのめての NJ」」」」 

 出発の朝、めっちゃ気合が入ってました。テンショ

ンは高めでした。オールしたので☆前の日にあさみ達

と買ったつなぎを着て、すごくうれしかったのを覚え

ています。緑色のつなぎは、おそろいのピンクのポロ

シャツと相性が最悪でした☆ざまぁｗｗ 

 集合場所に行く途中、道に迷いました。迷っていた

ら、横を遠田さんの車が通っていきました。遠田さん

の車は違う方向へと消えていった。End.「ざまぁぁ

あ！！」 

 集合場所に着いて、めっちゃ美人なお母さんがいて

ビビりました。吉田啓太のママでした。スタイルぱな

かった。うらやましい。 

 出発式の時、私は班長の話をしました。班長の話で

は、みんなに言いたいこと、伝えたいことがいっぱい

あった。前日に言うことをメモしてまとめた。班長の

話では、何も言わなかった。というか、言えませんで

した。みんなに伝えたくても、きっと今の自分では伝

わらないと思ったし、伝えきれないと思った。だから

何も言えませんでした。私は NJ に向けて、ここまでこ

れたのは、親やリーダー達がいっぱい、いっぱいがん

ばって大変な思いをしてくれたからだって思いました。

だから私はこの NJ を、感謝を持って参加したいと思っ

た。だから私はそれだけを伝えました。みんなに伝わ

ってるといいなぁって思う。「杉田琴美っ！」一年のは

っしーに呼ばれた。びっくりびっくり☆★良い度胸だ

と思う。おしおき班長指導が必要だと思いました☆な

んちって。 

 バスにのって、みんなのお母さんが見送ってくれて、

なんか高まったぁぁあ。増田のお母さんに写真も撮っ

てもらってばっちりです。 

 NJ に行く前にテレビを見ました。『紫外線は恐い』

的な。非常にビビりました。なのでサングラス持って

いったのだけど、あっちゃんも持ってきてて、さすが

うちらだなって思った。でもサングラスってイカツイ

ので、「カラーってガラ悪い」って思われないか心配で

した。まぁ琴美から言わせれば、大事な目を守らない

君達こそどうかしてるわ！！ってかんじですが。 

 トイレ休けい場に着いて、スカウトがいっぱいいる

のを見て、あぁ、ジャンボリーに来たんだ！って思い、

ワクワクしました。トイレだけなのに、色んな人とム

ダ絡みしました。あっちゃんとことみは、たぶんかな

り浮いてただろうな。あとから知ったことだけれど、

この時、鈴木君の弟がいたらしく、会えなくて残念だ

った。ちくしょー 

 アリーナに着いて、まず荷物運び。ただの荷物はこ

びなのにすごく楽しかったです。荷物はこびしながら、

伝言ゲームみたいなのやっておもしろかった。「これ重

いです。」ってわざわざ伝えてくれるすずが可愛かった

です。荷物はこびはがんばった。 

 次に待っていたのは、テント建てという、なんとも

恐ろしい悪魔の儀式だった。この儀式に対して、善の

心を持ったスギタ＝コトミは良い指示が出せず、悪の

支配者タハラ＝サンの思うがままであった。コトミは

まず積み上げられた魔方陣テントのポールを完成させ

ることにした。が、しかしその魔方陣は 125 団クオリ

ティというなんともやっかいな魔法で封印されていた。

困った私は召喚獣トウカイリン＝ショウジ＝サンを召

喚した。ショウジ＝サンはテントの…あ、まちがえた。

魔方陣の組み立てがすばらしかった。私もそんな風に

なりたい。着々と魔方陣が組み立てられていく中、カ

ラームーンの使い魔アズチャンはハイドを使って上手

いことやっていた。さすがアズチャンである。カワユ

ス☆ 

 トイレに行ったあと、嫌なことがあった。元々、上

に立てるようなウツワではないけれど、それでもがん

ばってきたつもりで。何のために自分はがんばってき

たのかわからなかった。もう何をしたら良いのか、ど

うしたら良いのかわからなくなった。この NJ でみんな

と一つになりたかった。自分とあっちゃんでがんばれ

ば、きっと良い方向にいくと思ったけど、人はそんな

に単純じゃないみたいで。がんばるのをやめました。

だけど、そう思ったすぐ後に梅さん達が五人でがんば

ろうって言ってくれて、うまくいくわけないって思っ

たけどすごく嬉しかった。またがんばろうかなって思

えて、こうゆうとき、3 年同士の仲間って本当に大事

だなって思いました。 

 さてさて、一日目にして、完ペキなめくさってたモ

ンスター『BUYO』がいたわけだが。ブヨのさす攻撃。

コトミは逃げ出した。この時さされたところが三日目

にあんなことになるとは思ってもいなかった。コトミ

はポケモンセンターに行って、ナースさんすやま副長

に手当てしてもらいました。注射器みたいなチュ～て

やつが、梅さんはうまかった。プロのごとく、使い方

までごていねいに説明してくれた。きっとこの器具に

おせわになったのだろうｗ色々あったけど、一日の大

半は魔方陣を張ることだった。この日のアメブロで書

いた日記には「おフロに入りたい」と書いていた。ま

ったくその通りだ。この日は何もかも精一杯でした。

夜、さっそく雨も降ってきたし。雨男の力だろうか？
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笑 

 次の日は身体がすごくダルかった。2 日目にして、

まさかの高熱。でもこの日はカラーの一回目の晴れ舞

台で、しかも国旗を持てるってゆう、とても名誉な役

割。どうしてもみんなとやりたくて。だけどあと少し

のところで、だんだん目の前がチカチカしていって、

吐き気がして、くやしくてふんばったけれど、もし、

舞台でたおれたら…って思ったら、辞退するべきだっ

た。くやしくて、辛かったけど、パパ（すやまはじめ）

にたのんだ。みんなと同じステージに立てなくて、裏

でずっと泣いてて、ママ（なかおみく）はずっと一緒

にいてくれて、なぐさめてくれてました。ありがとー

☆練習で、出たり出れなかったりしてて、みんなをふ

りまわしちゃってとても申し訳なかった。泣いてばか

りじゃいらんないので、途中からは 15NJ 参加国の国

名をひたすら復唱していた。これが、私が韓国イコー

ル→コリアだと、初めて知った瞬間だった。くやしか

ったけれど、この時の気分はチョコレートシロップ並

みにあげ↑↑でした。 

 三日目の朝、いつもとは違う朝に、テントではみん

なが苦痛の表情をうかべていました。ついにモンスタ

ー『BUYO』の毒がみんなの足を蝕みだしたのです！！

…とかいってｗなぜか起きた瞬間、足に激痛がはしっ

て起きあがるどころじゃありませんでした。救護のお

じさんが「ブヨは 3 日目がキツいよ。」といっていたけ

れど、予想をはるかに込えていて。そりゃあもう、立

てないとかいうレベルじゃなくて、足がしびれた時並

に、うごかすことができないくらいでした。もうみん

な笑うしかなかった。だいぶ痛みになれてきて、やっ

との思いで立ってはみるものの、それはまさしく生ま

れたての小ジカというか…そんな可愛いもんではない

のだけれど、こう…プルプル…ピクッ……プルプル…

ズテン！！みたいな感じでした。やっとの思いで立っ

ても、足が思うように動かず、すぐ転がって、テント

から出れませんでした。あっちゃんも同じく、子ジカ

ってました。テントから出れたものの歩けなくて、み

んなが肩をかしてくれました。これが人のあたたかさ

なんですね、お母さん。トイレに行くのもやっとでし

た。プルプルした無様な光景を目の当たりにした三重

のスカウト達が「がんばって下さい。」と声をかけてく

れた。三重は心優しい県なのかもしれない。お母さん、

今度連れてって下さい。そんなこんなで、足がすごく

痛いなか、静岡のサイトで演技をすることになって…

てっきり嫌がらせかと思い…ってはいないがひどい仕

打ちかしらぁー。じっさいがんばった訳だが、演技中

溝にはまった。もうこれは狙ってるとしか思えない。

このあと、足の痛みからか、具合は悪化。またしても

貧血で、なさけなかった。このあと救護所に行ったら

おじさんが嬉しそうに言った。「ブヨにやられるとこう

なるんだね！？」こっちは何も嬉しくはなかった。が、

あんまりにも嬉しそうなので役得かなっ♪って気分に

なった。ブヨった足を撮らせてくれと言われたので撮

らせてあげた。ファンサービス☆（違）気がかりだっ

た 2 日後の大集会には足の痛みもハレも引いてくると

言われたので、安心しました。 

 4 日目の記憶は何もありません。ということは、さ

ぞかしツラかったのだろう。可哀想な自分。そういえ

ば、いつの夜だかは忘れたけれど、3 年みんなで大切

な話をした。すごく大切だった。遅くまでかかったけ

れど、とっても大事な時間だったと思いました。皆木

お兄ちゃんはおもしろいことばかり話してくれた。琴

美はそんなお兄ちゃんがだいすきだなって思いました。

タンクはかわらずマイペースだった。今思うと、半分

以上聞いてなかったのでは…？と不安に思う。でも話

し合い中はタンクのおかげで落ち着いて人の話を最後

まで聞くことができた。あっちゃんはなぜかかみ合わ

ない相づちを打ってくれた。あっちゃんらしくて良い

と思う。リラックスできた。必死でお兄ちゃんをフォ

ローする梅さんがおもしろかった。その時思ったのが、

人の良いとこを良く見てるんだなって事だった。梅さ

んがのべたお兄ちゃんの良いところは、「言われてみれ

ばそうかも！」と思うことばかりで、それもみんなが

あまり気づいていなかったことばかりで、純粋にすご

いと思った。いっぱい話し合えて、伝えきれなかった

こともまだまだあったけど、すごく良い時間だったと

新ためて思いました。その日の夜、なんだか気持ちが

かるく感じたのを覚えています。 

 ジャンボリー大集会の朝、うっすらなんとなくボー

っと意識がありました。野見山くんの「虹が出てるぞ

ー！！」の声で飛び起きました。「みんな虹だって！☆」

とさけんでテントを飛び出したけれど、誰も起きてき

ませんでした。悲シス。みどりがふにゃっと現れまし

た。嬉しかった。みどりと写メ撮りました。可愛い子

と見る虹はカクベツでした。ジュル。 

 いよいよ大集会。今まで頑張ってきたことを発輝す

る時が来て…なんだか泣きそうでした。まぁ泣きませ

んけど。 

 結果はたぶん大成功！うまいくったはず。カンセイ

がすごく気持ちよかった。でもなんだかあっけなくて、

ポカーンでした。少し心残りだったのは、帽子がおっ

きくてかおにかかってしまったこと。閉会式ではこの

失敗がないようにしたい。そう思ったけれど、大集会

以上の大失敗。閉会式ではバチをおとしてしまい、泣

きそうになりました。 

 閉会式、ステージに立つ前から泣いてしまって、は

ずかしかった。富山のスカウトに笑われてしまったけ

ど、ステージ上から、そででまってる時に目があって、

なんだか元気が出ました。最後のステージ、泣きなが

らだったけれど、良い演技ができました。みんなとが

んばれて良かった。ことみはみんなが大好きです。た

よりない自分だったけど、ついてきてくれてありがと

う☆ 

     P.S.作文じゃ伝えきれねーやｗ 
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カラ☆キュア班 

横浜みなと地区横浜第２４団 野見山野見山野見山野見山    純純純純 

「「「「カラーチームでのジャンボリーカラーチームでのジャンボリーカラーチームでのジャンボリーカラーチームでのジャンボリー」」」」 

 今年、僕はジャンボリーにカラーチームとして参加

した。そこは自分の知らない世界が並んでいて、非常

に楽しかった。もちろん、初めてだから、不便な点も

あったし、ここがいいと思う点はいくつもあった。 

 ぼくが三年でカラーチームに入った訳、それは、さ

そわれたからというものあるが、カラーチームが誰で

も入れるという事実をしらなかったのである。この存

在を知った時、せまっていたのは旗を持つことは後一

回しかできないという事だった。一度でもいいからあ

の旗を持ってみたいと思い、そのままの勢いで入隊し、

そのままの勢いでジャンボリーに突入した。僕は、こ

のジャンボリーの舞台に立ち、人々を感動させる側に

なった。初めての体験。舞台上で照明にあたった瞬間

の感動。文章じゃつたえ切れないほどの大きな大きな

感動。久しぶりにあんなに泣いた。素晴らしかった。

自分は、カラーチームというと、パレードのイメージ

がある。だから楽しみにしていたのが最後のパレード

だ。しかし、中途半端にカラーに入ったために、練習

を一回しかやっていない。そのため、パレード一日目

はほとんど壊滅状態と言っていい程、どうしようもな

い演技だった。くやしかった。やはり、一回でも習っ

た以上は、いくら復習してでも成功させたかったし、

ましてや観客が間近に見ている。 

全てが揃っていないと、全体的に演技をくずしてし

まう。自分の中で教わった日から、毎日心の中でずっ

と演技をくり返し、くり返し流していた。しかし、残

念なことに、それが本番の演技で成果として表れてく

ることはなかった。 

 次の日、悔しい思いをかかえながら演技に取り組ん

だ。もちろん悔しいのをそのままにしたわけではない。

昨晩にパレード用の演技チャートを用意しておいた。

本番前に白手をつけて、演技チャートを 握りしめて

いた。 

 すると、パレード 2 日目本番が始まり、演技チャー

トをポケットにしまった。本当はいけないのだが。し

かし、そのポケットに入れたのが、お守となったのだ

ろうか。演技はスムーズに成功した。うれしかった。 

 途中参加で図々しいやつだったかもしれないが、僕

は皆といっしょに出来た事にすごく感謝した。心から

このメンバーに感謝している。このメンバーに出会え

た事、一緒に一つになれた事、一つの演技が出来たこ

と。今、原隊に戻ってやっと気がついた。カラーチー

ムという素晴らしさを。皆に感動を与え、自分達も皆

にまた感動をもらって、笑顔になれる。こんなにも良

い活動なら、もっと早く知っていればと後悔した。 

 今になってはジャンボリーでカラーチームとして過

ごした日々は鮮明に心に刻まれている。カラーチーム

28 期でいられた事に感謝する。バックアップしてくれ

た隊長等指導者にも感謝で胸いっぱいです。 

 このカラーチームのおかげで、ボーイスカウトをも

う一度がんばりたいと感じた。これからも出来れば、

もう 28 期ではないけど、リーダーとしてカラーチーム

に参加したい。 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第１９団 吉岡吉岡吉岡吉岡    伊織伊織伊織伊織 

「「「「感想文感想文感想文感想文」」」」 

 15ＮＪ本当に楽しかった！！感想文の最初に書くく

らいだから本当に楽しかったんだと思う。 

 15ＮＪに行く前は、本当に行きたくなかった。暑い

し、8 泊の 9 日もある長いキャンプだし、朝起きるの

早いし、家にいてゆっくりしている方が絶対にいいと

思ってた。でも、実態はまったく違った。カラーのみ

んなといて、一緒に演技できることが楽しかった暑い

とか、長いキャンプとか、朝起きるのが早いとか、そ

んなのはどうでもよくなるぐらい楽しかった。そう思

えたのは、野活や日産スタジアムで厳しい練習にたえ

たからだと思う。炎天下の中、信じられないくらい汗

をかいて、信じられないくらい焼けて、今思えば地獄

だった。でも、そんな地獄の中でも休憩時間になると

なぜかみんな笑ってた。休みがうれしいのか何なのか

は、わからないけど自分も一緒に笑ってた。やっぱり

練習も楽しかったのか？そんなはずないけどそんな気

がする。 

 15ＮＪではその地獄の練習をのりこえた成果が

120%出たと思う。2 万人の観客の人たちが全員感動し

たかどうかは、わからないけど 28 期カラーチームがで
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きるだけのことはやった。演技した本人たちが感動し

て泣いてしまうほど本気で演技した。演技が終わった

瞬間の拍手と歓声は今まで聞いたことのないどんな音

よりも大きかった 2 万人の音はすごかった。多分、有

名なアーティストや有名人くらいしか 2 万人の前で何

かをすることはないと思う。それを高校生のこの段階

で味わった。本当に貴重な体験だし、もしかしたらも

う二度とない体験かもしれない。やっぱりカラーチー

ムという団体は特別な団体なんだと思った。 

 でもそんな中でも反省しなければならないところも

ある。一番直さなければならなかったところは、人の

話を聞かない所と指示がすぐに実行にうつせない所だ

った。 

 特に指示を実行にうつせない所は最後まで残ってい

たと思う。明らかに県央の方が行動が早かったし、一

人一人が動いていた。それは、自分たち一人一人の意

識が低かった県央との差がでてしまったのだと思う。

県央より行動が遅かったから負けととかそういうこと

ではなく、周りから見たときにどうしても横浜の方が

しっかりしていないとか行動遅いなとかあまりいい目

でみられないと思う。15ＮＪでも、そういう面ではあ

まりいい目で見られてなかったんじゃないかなと思う。 

 でも、今回の 15ＮＪでよかったと思う点・悪かった

点を 29・30 期など次のカラーチームにつなげて改善

してゆくことはできると思う。これからのカラーチー

ムはすべての面でカラーチームらしいカラーチームに

なってほしいと思う。28 期カラーチームはもう終わっ

てしまうけど 28 期が終わらなければ 29 期は来ない。 

だから最後に一言。 

28 期最高だった。 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第 125 団 植竹植竹植竹植竹    啓貴啓貴啓貴啓貴 

「「「「28期期期期カラーチームにカラーチームにカラーチームにカラーチームに参加参加参加参加してしてしてして」」」」 

自分は、27 期カラーチームに続き 28 期カラーチー

ムに参加し、とても充実した時間を過ごすことができ

ました。そして、今期もまたドラム、フラッグ両方で

演技をしてみなと祭り～15NJ まで約半年間とても楽

しかったです。 

今期はドラムでマルチタムかシンバルがやりたかっ

たけれどまたもやＢＤ5 番になってしまい最初はショ

ックであまり乗り気になれなかったけれどやっている

うちに、去年よりもうまくなろうと思いだんだんと乗

り気になり、自分ではよくわからないけれど去年より

うまくなっていたらよかったなと思えました。そして

2 年目とはいえやはりパレードはとてもきつかったで

す・・・。来年こそは違う楽器をやりたいです。 

そして 15NJ を前半までは最初のころからずっとい

ろいろとあり休みがちで他の人に迷惑をかけたりして

大変だったけれど周りの人にいろいろと教えてもらい

大変助かりました。みなさんありがとうございました。

15NJ 用の演技ではカラーチーム初の隊旗を持つこと

ができてとてもうれしかったです。今回はテンポが速

い曲の上、2 曲もあり演技を覚えて演技として見せら

れるようになるためにとても苦労しました。自分は前

半休んでいたので他の人が 1 曲目を通して 2 曲目に入

った頃からの練習復帰だったので覚えるだけで手一杯

でミスをよくやってしまいました。さらに、最後の方

まで全員で合わせることができなかったので最後まで

問題が残ってしまいすまなかったなと思っています。2

曲目は今までの演技とはかなり違う形の演技になった

のでかなり驚きました。途中踊ったり、ポールの長さ

が 4 種あったり、女子は着替えがあったりなど最初は

カラーチームの演技なのか疑ってしまうほどでした。

けれどこれも一つのカラーチームとしての演技として

練習するうちに他の演技団体にはない新しいことをし

ていることに気付き、最初の方には早やく本番で演技

をしたいなと思うようになっていました。また自分は、

隊旗という旗を持っていたためソロ演技が多く他の人

の動きと違うことが多いので他の人とぶつからないよ

うにするためにかなり苦労しました。 

去年と同じく大会前に 1 回も全員で通した練習がで

きないまま 15NJ に参加することになりまた去年のよ

うに全員でやるのはぶっつけ本番になるのかなと不安

になっていましたが開会式で演技をやらなかったので

他の時間に練習することができそれを回避する事がで

きてよかったなと思いました。けれど、朝霧高原では

ブヨやアブに刺されて歩けなくなった人ができた時は

演技の時は大丈夫かなと思いとても心配でした。そん

なことを考えていたら自分も刺されてしまい他の人に

迷惑をかけてしまったなと思います、痛み止めを飲ん

だので本番は問題なくできたし、他の人も演技をする

ことができていたのでとても安心しました。そして、

体調を崩したりとかしたけれど NJ を楽しむことがで

き本当によかったです。特に閉会式が楽しく、そして

印象に残っていることです。閉会式では、大集会と違

い入場で富山スカウトバンドと一緒にドラムをたたけ

たときはとても感動したし、演技中アカフラッグを隊

旗で貫いたときは本当にあわててしまいました。そし

て、そのあとのライブや花火などでも楽しむことがで

き、今回の 15NJ そして 28 期カラーチームに参加でき

たことをうれしく思うし誇りに思えます。 

リーダーや手伝ってくださった保護者の方やスカウ
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トに本当に感謝の気持ちでいっぱいです、半年間あり

がとうございました。 

28 期カラーチーム最高―！ 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜 132 団 新妻新妻新妻新妻    友太友太友太友太 

「「「「My Best Jamboree」」」」 

   三指。始めに―『僕は・・・』『私は・・・』か

ら始まる“普通”の作文がよく小学生から中高生によ

く見受けられるがジャンボリーは非常に“特別”とい

う事を強く主張したいのであえてそれを利用しない。

また、この作文は今のカラーの仲間たちに思い出を楽

しく振り返ってもらうにはもちろん、これからカラー

に入りたいな、と思う横浜のボーイ達の子たちが「ど

んな思いでジャンボリーの演技をするのに至ったの

か」等を知って、参考にしてもらう為にも書こうと思

う。辛い事ばっかりではイヤになってしまうから楽し

い事を中心に、おもしろおかしく書いて、それがカラ

ーに入るきっかけにもなれたら嬉しい。だから書いて

る最中にこのおしゃれな文体からおかしな方向に行っ

てしまうと思うが気にしないで欲しい。あと、文中に

たくさん個人名が出て来てしまうが別に悪意は全然無

く、むしろ誰かの作文にでてるのだからむしろ「おい

しい」と僕は思う。実際僕が他の人の感想文に出てた

ら飛んで喜ぶだろう。でももし、不快に思う人がいた

らごめんなさい。って事で本編始まり。 

 八月一日早朝、僕は重い荷物と強い想いを持って家

を出発した（「重い」と「想い」がかかってしまってい

るがそれは偶然である。）本来なら車で行く予定だった

のだが、ボーイ隊長をやっている父が夏キャンプに行

ってしまっているのでバスと電車で集合場所に向かう

ことに・・・プンプン！！僕のリュックはキスリング

という横に大きいタイプのもので、改札口に引っかか

るわ肩に食い込んで痛いわであら大変！乗客から変な

目で見られたりもしたがそれは慣れているので大丈夫

だった。そしてなんやかんやで新横浜に着いた。（内容

には全く関係無いがこ「なんやかんや」という言葉は

文を書く上でとっても便利である。「なんやかんや」さ

えあればその気になればめんどくさいことを全て省略

することが出来るのだから！なので「なんやかんや」

がこれからよく出てくると思うが「またなんやかんや

かよ～」じゃなく「あっまたなんやかんやだ！なんや

かんやって本当に便利なんだなー」と「なんやかんや」

を見つけた時は思って欲しい。）そして駅に着いたのは

いいのだが集合場所への行き方が分からない。困って

いたら横浜地区の知らないリーダーを見つけた。一緒

に行くことになったがどうやら集合場所が違うらしい。

困った。・・・でも“なんやかんや”で着いた。この暑

さと荷物の重さでここまで来るだけなのに、朝霧にも

着いていないというのに普段のハイキングの中盤ほど

の疲労が体に蓄積されていた。・・・これはまずい。あ

と、わざわざ百均で買ってまで披露した「この扇子、

センスあるでしょ！？」という必笑ギャグが通用しな

い、破られてしまってメンタル面での拾うも溜まって

しまい、テンションがあがらなかった。さらに出発式

でずっと立ってたのが堪えて若干気持ち悪くなってし

まった。バスの中で前の方に座り、少し周りの人と話

していたら眠くなってしまった。夢の中で今までの記

憶が甦る・・・ 

 ―四年前の八月上旬、僕はあいの風を受けて、石川

県能登半島、珠洲の地に大分二隊のスカウトとして第

14 回日本ジャンボリーに参加していた。当時はまだあ

どけなかった少年新妻はあの 8 泊 9 日で少しだけ成長

して様々な思いを抱えて 2 万人ものスカウトが集まる

アリーナで閉会式を迎えた。すごい熱気だ・・・押し

負かされそうになりながらも僕は“それ”を見た・・・

『横浜地区カラーチーム隊』のフロア演技である。情

熱大陸の曲に合わせてフラッグを振る横浜地区の先輩

のベンチャースカウト達・・・とてもかっこよく、輝

いていたのを覚えている。その後モニターに今までの

ジャンボリーの軌跡が表示されていく。そして・・・

『2010 年、第 15 回 静岡』のアナウンスが流れた。

（4 年後、僕はジャンボリーに参加しているのかな？

ボーイをその時まで続けているのかな？でも・・・横

浜カラーチームが僕に感動を届けてくれたように、今

度は僕が皆に感動を届けたい！！！）そんな思いを抱

えて、14NJ は閉幕した。 

 バスの中が騒がしい・・・どうやら朝霧に着いた様

だった。これから始る 9 日間・・・どんな事が起こる

だろうか？皆に感動を届けられるだろうか？期待と不

安は五分五分だったがとりあえずこれからお世話にな

るだろうこの朝霧高原の地と富士山に心の中であいさ

つをした。「こんにちは！」こうして第 15 回に本ジャ

ンボリーは幕を開けたのであった。会場に着くやいな

や、12KC でお世話になった伝説の隊長、内藤さんをみ

かけた。早速あいさつに向かい、原隊の人とも少し話

して、なんやかんやで設営が始った。なん夜間矢で設

営が終わった。この日は確か早く寝たのだが、一つ決

心したことがある。それは「だれよりも大きな声であ

いさつをたくさんしよう」だ。深い理由があるわけで

は無いが、それくらいの小さい目標を続けていけなけ

れば他の事なんて出来ないだろうと思ったからである。 

 八月二日、開会式の日だ。僕は静岡県旗の入場を任
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された。リハーサルで初めてあの舞台の上に立ったと

き、「ここが僕達が演技をする舞台なんだ！」と興奮し

た。十三時、朝霧高原特設アリーナにて 15NJ 開会式

が始った。2 万人の見守る中で旗を持って入場、ステ

ージを降りていく感覚はもちろん今までにはない最高

のものだ。たくさんのフラッシュを浴びて、皇太子が

歩いてくる中でジャンボリーが始る瞬間を実感し、深

くかみ締めたのであった。その帰り、ついに！『行こ

うぜベンチャーコール』がかかった。マークタイムに

あわせて EARTH サイトに「行こうぜ行こうぜ横浜ベン

チャーワンツー！」のかけ声が響き渡る・・・大声を

出すと気合いが入るし、仲間との一体感も実感できる。

そしてスカウト達からも注目される、何とも言えぬ快

感だ。 

 八月三日、この日の朝・・・ものすごい雨音が耳に

入ってきた。眠りがあさかったのはそのせいだろ

う・・・頭が痛い。荷物を見るとなんと制服が浸水し

ていたのだ！（しぼれる程）で、昼から夕方の S 演技

（Up!）のための練習があったのだが頭痛が悪化してし

まい、休んでしまった。だが本番には何とか間に合わ

せ、初めての演技が始った。オーダーからいきなり曲

がかかり、出だしが少しおくれたがそこ以外はなかな

かの完成度でよかった。 

 八月四日、この日は楽しみにしていた選択プログラ

ムの日だ！まずは記念品を買いに静岡物産館に向かっ

た。多くのスカウト達でにぎわっているその中のお店

に、『弥栄』の文字が入った扇子が売っていた。・・・

これはチャンスだ！！あのギャグを・・・うしかな

い！！！ 

「その扇子、センスありますよね。」・・・何故か、

その場の空気が凍りついたのを鮮明に覚えている。そ

の後、用品店でチーリンを大量に購入して、グループ

毎で行動することになり、ウメさんグループになった。

そして移動している途中ももちろんすれ違う人々に

「こんにちはぁ！！！」のあいさつを忘れない。そう

して僕たちはスカウトセンターにたどり着いた。ここ

では色んな国のブースがあるのだがまずはシンガポー

ルの所に行った。ウメさんがシンガポーリアンと何や

ら英語でしゃべっている。英検準 2 級を持っている僕

でもよく分からない。そうするとなんか白いブレスレ

ットをくれた。航が 20 団のチーフ and 神奈川のチー

フでめっちゃかっこいいチーフを Get していた。（奴は

後でも書くが行く前は部活行きたいや、ボーイスカウ

トもやめたかったらしいが僕と同じくらいジャンボリ

ーを楽しんでいた。）その後も外国人と写真をとったり

ワッペンをもらったりして「うっひょっひょーい」と

叫びながら喜んだ。国際交流はマジで楽しい。そして

これが噂に聞く、『新妻世界進出、第一章』である。日

本を通りこして世界、それ程僕のテンションが上がっ

ていた。インスト達に好評だった（特に中尾さん）あ

の単位を使うなら 3 億ツマーといった所だ。本当にそ

れくらい楽しかったのであった。（実は外国人と話すの

はほとんどウメさんまかせだったけど。）その日の夜、

NJ 初の食器あらいのグループに選ばれてしまった。食

当で何が一番めんどいと言ったら排水だ。重いし遠い

しイヤになる。しかし、翼と行った排水で数々のドラ

マを体験することになってしまった。まず重すぎて進

まなくなっていた所にぎふのスカウトからの助けが！

人の温かみを実感して前に進んだが持てるところかわ

からない・・・足が棒のようだ・・・あきらめかけた

がウメさんが来て場所が分かり、持てることができた

のだった。帰りは行く時よりも少し大人になったよう

な気がした。30 分かかって水を捨てに行ったが食器が

山のように残っている。普通に食器洗いをしてもつま

らないので色々と食器洗いの必殺技を作り楽しくやる

が終わらない・・・明日はなぜか 4 時起床で 22 時就

寝だと言うのに・・・翼は体調が悪いらしく先にねて、

となりで野見山さんがよくわからないひとり言をいっ

ていて、耀子は超眠そうにしていて、僕は何回もラン

タンに頭をぶつける・・・そんな状態で食器洗いは続

いた。怪物ぬるぬると僕達の戦いは十一時半までおよ

び、途中でメンバーが脱落して二人だけで悪魔と戦っ

たがようやく終わった。 

 八月五日、待ちに待った大集会の日だ。朝起きると

空には虹がかかっていた。まるで空が僕らを応援して

くれてるようにも思えた。朝のリハーサルで少しだけ

変えたい所が見つかり、他の人と相談して改善し、完

璧に近い状態にできた。やってなかったらもっと後悔

していたと思うから本当によかった。 

 ―そして、ついに本番の瞬間が・・・「今までの成果

を出せる時が来た、皆に感動を届けるんだ！！」そん

な思いで約 10 分間全力の最高の演技ができた。ダンス

の時は今までで一番体が軽く感じ、大歓声が力をくれ

て、手技、足技のキレも今まで以上だ。心配していた

パイレーツの最後も決まった。最高の気分だった。 

 その日の夜、大集会の演技を成功させた事で皆のテ

ンションが異常な程に高まっていた。そしてその中で

一人だけさらに異常なテンションの奴がいた・・・そ

う、俺だ。夕食後は、少し談笑しているとマーキの外

から何やらかけ声のような音が聞こえて騒がしい。そ

して言った。「・・・行くぞ。」俺は航たちを連れて外

に出た。外には「ソイヤ！」「セイヤ！」のかけ声と共

にお神輿を担いでいる大勢のスカウト達の姿があった。

東京城東地区、大都心地区のイベントである。たまら

ず俺は駆け寄って叫んだ。「そいやあぁぁぁ！！！」テ

ンションは完全に 10 億ツマーオーバーだ。さらに調子

に乗っているとなんとサイトの周りに張ってあるロー

プに足を引っ掛けて転んでしまったのだ。「ビターーー

ン！！」「サァーーーー・・・（テンションの下がる音）」

情けなさと恥ずかしさのあまり、しばらく起き上がれ

なかった。皆外に出ていたのにもかかわらず僕はサイ

トに戻ってしまった。・・・しかし、翼だか航のどっち

だったか忘れたが「行きますよ、新妻さん！」と言っ

てくれた。リベンジである。俺はそいやせいやうるさ

い中、人ごみの中を全力で駆け、今度は神輿のすぐ横

まできた。そこにいた汗だくで担いで叫んでいるあん
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ちゃんにこういった。「俺にも神輿、やらせてくださ

い！！！」「おう、代われ代われ」―ここ朝霧高原に一

人、熱いスカウト魂を持ったお祭男が誕生した。そし

て全力で叫んだ。「そいやぁ！！せいやぁ！！そいや

ぁ！！せいやぁ！！そいやぁ！！せいやぁ！！はいや

ぁ！！へいやぁ！！ほいやぁ！！ていやぁ！！」その

かけ声にあわせて神輿が上下し、それにあわせて体も

上下させなければならない。簡単そうに見えるがひざ

の疲労が半端なく、タイミングを間違えると肩にガン

ガン当たっていたのだ。だからこそ俺は燃えた。そこ

に翼も加わり東京のスカウト達と一体となって一心不

乱に神輿を担いだ。その気担と言ったらむしろ東京の

方が引くぐらいだった・・・そう神奈川は日本最大都

市、東京に勝ったのだ！！そっからのテンションはや

ばかった。上班達と意味もなくスキップしながら外国

人に「ハロー」と言ったりだ。その帰りにだ。航が大

阪 5 隊のサイトを指さして言った。「・・・キャンプフ

ァイヤーやってますよ！！！」俺は冗談混じりこう返

した。「じゃあ乱入しようぜ！！」まさかこの言葉が現

実になるとは夢にも思わなかった。これがあのジャン

ボリーマジックである（多分）。始めはサイトの外から

の場外参加で尻文字からの「翼を下さい」を歌い終わ

った後くらいで入ってもいいよ的な雰囲気になってき

た。お祭男、新妻友太はそのタイミングを見逃さず、

すかさず聞いた。「入ってもいいですかぁぁ！？」「い

いよぉ！！」さすが！大阪人はノリがすばらしい！！

そして俺たち 5 人はキャンプファイアの飛び入りに成

功した。俺は輪の中を回ってスカウト達にハイタッチ

を仕掛け、大盛り上がりで自己紹介、ダンスを披露・・・

こうして帰った。最ッ高に楽しいジナイトだった。 

 八月六日、作文が長くなったので大分省くがパレー

ドをやるまでの時間にどうしてもやりたいことがあっ

た。それはタヌキのチーリン探し！！それはチーリン

には珍しく陶器で出来ていて絶対に集めたいと思った

からだ。その事を皆に言ったら皆も欲しいと言い出し

た・・・ライバルが増えてしまった。でも持っている

人を見つけても誰も交換してくれない・・・その時、

とあるサイトで自分の似顔絵を一人ずつはってあり、

その中にスーパーサイヤ人がいた。僕はこういうベタ

なのは大好きで、早速写真をとろうとしたが何を勘違

いしたのかそこの女の子がやってきて別の自画像と一

緒に映ろうとしたのだ。仕方なくとってあげて少しへ

こんでいたらそこのリーダーがやってきた。そしたら

なんと！タヌキをつけていたのだ。「そのタヌキと交換

してください！」と頼んだら俺とこのタヌキは体型が

似ていて一身胴体やからなぁーというよく分からない

理由でことわられた。しかし、滋賀連盟のスカウトに

は一人 5 個タヌキが配られるという貴重な情報を Get

した。そしてしがサイトに向かったらあっさり交換で

きたのであった。調子に乗って知らない人とハイタッ

チしまくってたらタンクさんに攻撃を受けた。それな

りに痛かった。 

 八月七日、原稿用紙がなくなりそうなので飛ば

す。・・・ごめんなさい。 

 八月八日、ついに来た。28 期横浜カラーチーム、最

後の演技をする時が！！夕食を早めに食べてからサイ

トを出発。だがその時はあまりの緊張で少し腹が痛く

なった。「ベンチャーコール」をやりながらだったのだ

があんまり気合が入らなかった・・・しかし―隣を歩

いていた吉田がいきなり気をつけの手を前に出し、わ

けのわからないポーズで行進し始めたのだ！無理矢理

元に戻そうとしてもあのポーズに戻ってしまう・・・

見事に僕のツボにはまってしまった。いつの間にか僕

を覆っていた緊張、不安はなくなっていた。そして皆

でなんやかんややってレッドフラッグで写真とったり

した。そして本番直前、みんなで輪になって思いを言

い合った。泣きそうになったがグッとこらえ、スタン

バイ。（もうすぐ 4 年前、僕があこがれたジャンボリー

の閉会式の舞台に立って演技をするんだ・・・絶対に

成功させて見せる！！）・・・そうして最後の演技が始

まった。（ステージには虫が大量にいてぶつかってきた

が無視した！！）あっという間の 10 分間だった・・・

しかし今までのすべてを出せて本当に一生で一番最高

の気分で最後の演技が終わった。その後はみなとの時

からお世話になっている村田さんになんかいい事を言

われてから今までの達成感とかで大泣きしてしまっ

た・・・。閉会式の最後は本当に盛り上がった！！「で

っかく羽ばたけ」を歌う時に僕が知らない人と肩を組

んだらそこからどんどん人が増えて 100人くらいの大

行列になったり、航と一緒にラムジが歌っている時に

前の方で超叫んで踊って花火では「弥栄の会」を開い

て弥栄 30 唱くらいやった。閉会式が終わった後航に

「ジャンボリーめっちゃ楽しいです、ボーイ続けてよ

かった、16NJ 絶対行きましょう！！」って言われた時

は泣きそうだった。 

 八月九日、「え、もう終わり！？」という感じだ。本

当に帰りたくない。この 9 日間、信じられないくらい

の濃い、劇的な出来事であふれていた。この朝霧での

最高の思い出は決して忘れることは無いだろう。・・・

そして“感謝”ももちろん忘れない。僕がこうして 15NJ

に来れてこんな思いに浸れるのも多くの人の支えがあ

ってこそのことなのだから。 

 最後に、僕は 16NJ はリーダーとして参加しようと

思っています。今回は「楽しむ側」として有り得ない

くらい楽しんだので、その楽しさをスカウト達にも知

ってもらいたいって思ったからです！！大変長くなっ

てしまって感想文っぽくなくなってますが、これで僕

の感想は終わりです。 ありがとう朝霧高原！！弥栄 
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カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第 133 団 鷲沢鷲沢鷲沢鷲沢    弥生弥生弥生弥生 

「「「「NJもももも終終終終わって・・・わって・・・わって・・・わって・・・」」」」 

今年の夏、私には最高の思い出ができた。第 15 回日

本ジャンボリーで。 

ここで一首！！つくってみました(照)。 

「草燃ゆる 富士を前にし 朝霧に 我が青春の 

フラッグを振る」 

 私が一番達成感得たのは閉会式だった。なにがな

んでも最後の演技・・・今までのことが一気に胸にこ

み上げてきた。 

富山とのロックストックの演奏も終わり、いよいよ

自分たちの出番。このときの私には緊張なんてなかっ

たと思う。成功させる、悔いの残らない演技をする、

このカラーの仲間と・・・、それしか考えていなかっ

たから。舞台の上ではワクワクして楽しくて、しょう

がなかった。 

ドラムの演技。今までにないくらい思いっきりたた

いた。富山に負けてないくらい。みんなそうだったと

思う。みんな意気のこもった音がちゃんと聞こえた。 

エアウェーブ。自分の気持ちをそのままって感じの

曲で、さっきまで、舞台で演奏していたのに、自分の

入場はまだかまだかと待ち遠しいくらいだった。だか

らサビにはいって、自分がプレゼントアームで入場し

た時は、すごく清々しかった。その後もずっと、今ま

での自分にないくらいはじけていた気がする。 

リミックス。パイレーツの曲がかかった瞬間、エア

ウェーブの時とは違って、ちょいとおすまし顔で、か

っこつけてた。とくに見せ場のチャン・チャン・チャ

チャチャチャチャンのところは、自分のかっこつけは

最高潮だったと思う。観客のオー！！！という盛り上

がりを聞いてなおさら☆自分がスターだと思ってた

(笑)。ダンスも今までは恥ずかしくて、軽く流すよう

にしか踊ってなかったけど、この時だけは恥ずかしさ

なんてなくて思いっきり踊った。男子のかっこいい演

技を見ながらの着替えも、ウキウキしすぎて、スカー

トがなかなか穿けなかったくらい。女子の演技はすご

～く楽しかった。思わず上の画面を見てしまいました

(笑)。各演技も風車もきれいだったと思う。そして最

後の決め手のポーズ♪ほんとに最後の最後まで気持ち

が良かった。そして感動した。金田さんが退場の合図、

マークタイムマーチがかかった瞬間、何でかわかんな

いけど涙があふれてきた。今もこの作文書きながら泣

いちゃうくらい。きっと今までの楽しいことや辛いこ

とがよみがえってきたからだろう。 

NJ 中、はじめはどうなっちゃうかと思った。雨降る

し、シャワー壊れるし・・・でも嫌だ嫌だ、帰りたい

とか言いながらもなんだかんだと楽しんでいる自分が

いた。食事のときの学校や家、恋愛の話や、昼間の怒

られながらやる荷物の整理、虫虫！って叫びながら落

ちついて入れないシャワーや。夜のガールズトーク、

マーキーからも聞こえてくるみんなの寝言。トイレ帰

りに星見てびっくりしたこともあった。普段のこんな

気づかないようなことからもカラーのみんなに励まさ

れてた。もちろん泣いていたら声をかけてくれたり、

話聞いてくれたり、側面から支えられたところも山ほ

どある。ほんとにカラーのみんなには、感謝すること

ばかりだ・・・。NJ 中とは限らず、日産での練習のと

きも、毎日毎日やたら予定を入れて遅れてくる私を、

みんなは怒ることなく、進んだところや、変更になっ

たところを優しく教えてくれた。まじでまじで 28 期カ

ラーチームのみんな大好きすぎるぞ☆☆ 

私が NJ で得たものは大きいものだけれども、それ以

上に、今までみんなとやってきたたくさんの思い出は

大きなものだ。 

最後に、リーダー方・スカウトの皆へ 

迷惑かけっぱなしの頼りない 2 年生でごめんなさい。

でも本当に楽しかった。ありがとうございました！！

また 5 年後くらいに 28 期のみんなで集まって、演技

やりたいです。 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第 20 団 与儀与儀与儀与儀    翼翼翼翼 

「「「「最高最高最高最高のののの 15NJ」」」」 

 みなと祭りが終り安心している間もなく直に 15NJ

の演技の練習が始まりいそがしくなってきた。三ツ沢

での合宿も終わり日産での日帰り練習が始まり夏休み

の最初のちはきつくてきつくて泣きそうだった。だけ

どリーダー達が自分達のために色々とやってくれてい

るのを見てもっと頑張ろうと思い 15NJ 前最後のセッ
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ションまで頑張り通せた。最後の練習日は雨がふって

きて外でやることができなくてくやしかったけれどや

っと最後の最後でみんなそろうことができてうれしか

った。今思うと 28 期が始まってからのセッションをも

っともっと良い物にできたんじゃないかと思えてきて

それを朝霧の地でばんかいしてやると自分で決めて最

後のセッションを終らせた。それからは NJ に行くため

の荷造りでめっちゃいそがしくなり夏休みを楽しむこ

とができずに 15NJ に突入した。 

15NJ は 8/1～8/9 までの八泊九日間のとてもハード

な体験をさせてもらった。8/1 は朝早くから集まりセ

レモニーをしてから朝霧に向けて出発した。バスの中

では 15NJ のテーマソングの「でっかくはばたけ」を

歌ったりしてとても盛り上がった。朝霧まではそんな

に時間はかからず約二時間しかかからなかった。それ

から朝霧に着いてからはビックリすることがたくさん

あったりした。まず朝霧の広さに驚きました。いまま

で見たことのない広さでやばかったです。バスから降

りるとステージが建ててありあそこで演技ができるの

かと思うとすごく気持ちが高まってきました。でもす

ぐに設営が始まり 15NJ 初日はとても疲れました。2 日

目は開会式がありとても楽しい一日になるだろうと思

っていたけれど閉会式のリハーサルの時に雨が降って

きて一気に気持ちが下がりました。けれど、本番がは

じまる前のきんちょうでテンションが上がりまくって

雨のことなしか忘れてしまいました。閉会式はけっこ

うな盛り上がりで楽しかったです。三日目から四日目

までは一日中プログラム参加か他のスカウトとの交流

をして交換したりして 15NJ を enjoy しました。外国の

派遣隊の人との交流が一番大変で自分達がカラーチー

ムであることを教えると話が盛り上がりカタコトのコ

ミュニケーションがとれてとても楽しかったです。NJ

や KCなどに自分は行ったことがなくて今回の 15NJが

ボーイスカウトの大きな大会が始めてで NJ のたのし

みかたがわからなかったけれどだんだんとなれていき

ました。 

五日目はNJで一番盛り上がる J大集会があり朝から

リハーサルや演技の練習をしました。練習中には富山

スカウトバンドや県央カラーチーム、静岡ファンファ

ーレ隊などとの他の音楽隊の演技を見せてもらったり

少し交流ができて少しきんちょうをほぐすことができ

ました。J 大集会始まってからはまず人の多さにすご

く驚きました。ステージのわきから見ていたけれどア

リーナのはしからはしまで人でうめつくされていてビ

ックリしました。自分達が演技をするのは早い段階で

やり後は大集会をずっと見ていました。演技はなかな

かのできで自分がいつもミスしてしまうところもミス

らずにできて良かった。大集会もゲストソングなどが

ありすごく楽しかったです。大集会が終ったあともサ

ブキャンプの東京連盟の人達がみこしをかついでいた

ので自分も入れてもらいすごく楽しかったけれどはめ

をはずしすぎてしまいリーダーに怒られてしまいまし

た。 

その後の六日目から八日目まではプログラム参加が

多くパン作りなどを体験させてもらいました。六日目

から八日目の間には各サブキャンプの中を TLS で周り

カラーチームをアピールするみたいな事をやりました。

演技をやっていると「カッコイイ」や「カラーチーム

入りたいなぁ」などが聞こえてうれしかったです。そ

して八日目には今回の 15NJ で最もきんちょうした閉

会式がありました。音楽隊の中でもトリをかざりまし

た。夜だったのでライトアップに集まってカラーチー

ム入りたいなぁ」などが聞こえてうれしかったです。

そして八日目には今回の 15NJ で最もきんちょうした

閉会式がありました。音楽隊の中でもトリをかざりま

した。夜だったのでライトアップに集まってきた虫が

おおくて大変でした。自分の中では最高の演技ができ

た思っています。他の演技のすごく感動して言葉がで

ませんでした。その後も花火などでサプライズがあり

今では忘れることのできない思い出になりました。 

そしてきた NJ 最終日は朝からてつ営をやりました。

さすがに八日間のつかれがたまっていて皆キビキビ動

くことができずはずかしい所を他の隊に見せてしまっ

た。最後の最後まではしっかりしないとダメだと新た

めて思いました。てつ営が終りバスを待っている間に

自分のキャップを他の県の人のキャップと交換したり

して 15NJ を最後まで楽しむことができました。帰り

のバスの中ではみんながほとんどねていました。バス

がとう着してから最後のセレモニーの時はマジで泣き

そうになりたえるのが大変でした。 

今回の 15NJ ではまだ書きたりない所もあり言葉じ

ゃ言いあらわせれないことがいっぱいあり、また NJ

に参加したいと思いました。次の 16NJ には絶対に参

加したいです。普通の派遣隊として行くのではなくも

ちろんカラーチームとしていきたいです。 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第 20 団 与儀与儀与儀与儀    航航航航 

「「「「15NJのののの感想文感想文感想文感想文」」」」 

 15NJ を終えての感想はとても一言では言い表せら

れないほど壮大でした。NJ は四年に一度の大きな業事

でその NJ にカラーチーム隊として参加させていただ

けたのはとても誇りに思っています。 
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NJ 初日は新横浜から現地の朝霧高原までバス移動

で普段あまり見ない大自然にとても興奮していました。

現地に倒着してアリーナの大きさにビックリした。参

加国掲揚ポールの近くからアリーナを見渡したけれど

あまりの広さに後ろの方に座って演技などを見る人は

ステージが見えているのだろうかと思いながら重い個

装を持ってサブキャンプの Earth に向った。そこには

すでに他の隊のテントなどが建ててあったので急いで

設営をした。設営は炎天下の中で行われとてもキツか

ったけれどその後に飲んだお茶はオーバーヒート寸前

の筋肉にとても染み渡った。設営の後は開会式でする

掲揚のリハーサルをした。僕は国旗の担当だったので

とても緊張したし疲れたので貴重な体験だったと思う。

その日の夕食は中華丼でその後の皿洗いが地獄だった。 

二日目は朝からごはんをたくさん食べ開会式にのぞ

んだ。開会式は二時位から始まったので人がめっちゃ

いた。特別来賓で皇太子が来た掲揚の時に皇太子の前

を通ったのですごい緊張した。掲揚は敬礼の時よくで

きていたと思う。開会式はこれから NJ が始まるのかと

思わせるスピーチや開会宣言などがありすごい雰囲気

を出していた。 

皇太子が帰る時に顔を見たかったけれど遠すぎてよ

く見れなかったがとても身長が低かったのが印象的だ

った。 

その日の夕食はビーフカレーでとても旨かったけれ

ど二回連続で皿洗いをした。みんなシャワーから帰っ

てきていたので一人で寂しくシャワーに入ってきた大

阪の子に靴下を間違えられたがちょっぴりショックだ

ったし二日目は雨も降っていたのでショックだった。

四日目はプログラムに行ける日だったので会場の中を

色々とまわった。外国の派遣団のブースに行き異国の

文化を感じて楽しかった。英語があまり喋れなかった

のが悔しかった。その後にしたＳ演技は足元がじゃり

道だったのでやりにくかったし演技が終った後に集合

していた時にデカイ毛虫がいて寒気を感じた。 

五日目はＪ大集会があって静岡ファンファーレ隊と

富山のスカウトバンドと県央カラーチームの演技を見

て感動した。自分達の演技は不安だった。ダンスのと

ころもなんとかできたしワールド旗での演技もしっか

りとできてよかった。大集会にはスペシャルゲストで

奥華子さんが来てくれた生でのガストはすごかった。 

六日目は朝霧の大自然の中で豪快に髪の毛を刈って

もらったあんな体験はもう二度とできないだろうと思

います。今はそりのこしがあってもみあげとえりあし

だけが伸びすぎていてちょっと気になる。 

七日目はプログラムで遠い所まで歩いていきパン作

りをした中がすこし生で微妙な味がした。地区訪問パ

レードでは 20 団だった松本さんにひさしぶりに会っ

たのでビックリした交流会は神奈川の隊としてテンシ

ョンが上がりっぱなしだった。 

八日目は閉会式でスカウト演技で最後の演技だった

ので最高の演技をしたかったし最高の演技ができたと

思う。その後はめちゃくちゃ盛り上がったし声も出し

まくって知らないスカウトと肩を組んで歌を歌ったり

して楽しかった弥栄もたくさんやった。これで NJ が終

ってしまうのかと思ったけれどまた次の NJ で会おう

と声をかけられたりしたのでますます NJ が終ってほ

しくなかったがとても良い思い出になっているあの日

の夜にできた友情は人生で絶体にわすれることはいだ

ろう。 

九日目は徹営と帰宅だった。徹営もかなりの重労働

だったけれど NJ での思い出を思い返しながらだった

のですぐに終った気がした。中上げ会での食事中なの

におみこしをかつぎにいった事、大阪の隊のキャンプ

ファイヤーに飛び入り参加して一発ギャグをしたり夜

中に起きて星を見ていたりなどの思い出がつまった朝

霧から帰るのはすこしかなしかった。カラーチームで

の NJの参加はとても良い思い出になったと思う NJに

来る前まで練習に全然参加していなかったけれどみん

なのサポートで演技ができるようになったのはとても

感謝しているしとてもめいわくをかけたとも思ってい

る。今回の NJ で得たものを十分に活用していきたいと

思っているし本当に楽しかった。 

ありがとう朝霧。ありがとう NJ。 

ありがとうカラーチーム。 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第２０団 渡辺渡辺渡辺渡辺    航航航航 

「「「「ジャンボリージャンボリージャンボリージャンボリー」」」」 

 みなと祭りが終り、ジャンボリーのための合宿が始

まった。フロアの演技はとても難しく、次々と隊形が

変わっていくし、1 曲ならまだしも 2 曲あったので覚

えるのが大変だった。しかも 2 曲目の Remix では、カ

ラーチームなのにフラッグを置いてダンスをしたので

そのダンスもとても難しく大変だった。でも何度も何

度もフロア演技を練習していくうちにできなかった所

ができるようになっていった。そしてジャンボリー当

日、新横浜で出発式を終え、いざ朝霧へ。バスの中で

は、ジャンボリーソングを歌ったりしながら朝霧に向

かった。朝霧に着きバスを降り一番最初に見たものは、

自分達が演技をするステージとアリーナだった。予想

以上のアリーナの広さとステージ大きさに驚いた。そ

れから自分たちのサイトに荷物を運び設営を始めた。
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設営はとても大変だった。マーキー6 個女子用のドー

ムテント 2 個。数的にはあまり多くはないが技能がな

いからかなり時間をかけてしまった。それでも、どう

にか立てることができた。夕食も食べて、シャワーに

行こうと思ったらシャワーの調子が悪いらしくてシャ

ワーを浴びることができなかった。そんなことがあり

1 日目が終り 2 日目の朝が来た。2 日目には開会式が

あった。開会式では国旗を掲揚するという大役を任さ

れた。開会式が始まる前からプレッシャーに押しつぶ

されそうだった。練習でもうまくいかないことが多か

ったが、リハーサルなどでうまくできていたので少し

づつだが自信をつけてきた。そして本番。とても緊張

していた。開会式が始まり国旗掲揚の時間になった。

君が代に合わせながらの掲揚。とても不安だったがう

まくできたと思う。それから開会式の続きを見て、サ

イトに戻り、夕食、シャワー、就寝。3 日目は、大き

な行事もなく、雨で濡れていたものをかわかしたり、

サイトの改善をしたりプログラムや他の隊と交流して

いた。少しだけだったが、富山のスカウトバンド。県

央のカラーチームとの交流をし演技を見せあった。3

日目も終り 4 日目はあるていど自由な時間があり、静

岡の物産店やスカウトショップなどていろんな物を買

うことができた。少しだけ練習をして 4 日目も終った。

そして 5 日目、この日は、まちにまったジャンボリー

大集会があった。この時のために長い時間をかけて練

習をしてきた。そしてこの日その成果が出る。本番の

前にリハーサルをやった時に宗教儀礼がありリハーサ

ルがあまりできなかったが、宗教儀礼が終った後 1 回

だけ演技をすることができたのだが、リハーサルだと

いうのにすごい人の数だった。その人たちの前で演技

をやった時、とても楽しかった。そして、ジャンボリ

ー大集会が始まった。次々と他の団体の演技が終り。

横浜カラーチームの番、とても緊張していたが、ここ

ちよい緊張だった。演技前気合いを入れ、いざ本番 2

万人の前での演技とても楽しかった。終った後の拍手

がとてもうれしかった。その後。ジャンボリー大集会

を楽しんだ。他の音楽隊の富山や県央、静岡のファン

ファーレ隊の演技もとてもすばらしかった。その他の

団体の演技やゲストできてくらた奥花子さんや岡田監

督にも感動した。楽しかったジャンボリー大集会が終

り、自分達のサイトに戻りビデオをとった自分たちの

演技を見てみた。初めて演技を外から見るので、そこ

で自分たちの演技がこうなっていたということを知っ

た。そして 5 日目が終り。6 日目では自由な時間が増

え、他の隊との交流をしたりそれと地区訪問パレード

をやった。ひさしぶりに人前でやるパレードとても楽

しかった。そんなことをしながら 6 日目も終り、7 日

目、技のプログラムに参加しのだが木を組み合せてチ

ーフリングを作れるというものだったが、ベンチャー

以上は家で作ってくださいと言われ、材料だけ渡され

て終った。その後、またパレードをやり夜に交流会が

あった。いろんな地区が集ってカラーの演技を見せた

り一緒にゲームをして楽しんだ。そして 7 日目も終り、

8 日目、閉会式があった。リハーサルをする前に音楽

隊 4 つで合同パレードをやった。その後リハーサルを

しサイトにもどり、夕食をすませ本番へ。閉会式は夜

に行うので、ステージがライトアップされ昼間とは雰

囲気が全然違った。そして、県央や富山の演技が終り

最後に横浜カラーチームの演技だった。演技前に気合

いを入れ、28 期横浜カラーチーム最後の演技が始まっ

た。演技中会場全体が盛り上がり、とても楽しかった。

演技も終盤に入り心の底から終らないでほしいと思っ

た。でも、演技が終り 2 万人の拍手を浴びながら退場

していった。ステージ裏では、みんなで抱き合い、泣

いた。その後、隊とか関係なくみんなで楽しんだ。花

火は残念ながら曇っていてあまり見えなかったが、閉

会式はとても楽しかった。8 日目も終り、9 日目は徹営。

けっこう時間かかってしまったが終り、楽しかったジ

ャンボリーも終った。この半年カラーチームに入って

から怒られることもあったし、カラーが嫌になったこ

ともあったがここまでこれたのは、リーダーたちの支

えと一緒に頑張ってきた仲間がいたからだと思う。 

カラーチーム最高 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第 35 団 陶山陶山陶山陶山    諄諄諄諄 

「「「「最高最高最高最高のののの夏夏夏夏」」」」 

 私は今回の第 15 回日本ジャンボリーをとても楽し

みにしていた。なぜなら、私は今まで NJ に行ったこと

が無かったからだ。そのため、当然のことながら NJ

にどれだけの人が集まるかも知らなかった。私はみな

と祭が終わってから思った。「１５NJ もみなと祭と同

じぐらいがんばろう」と。しかし、その考えは間違っ

ていた。みなと祭りは主に横浜周辺の方が見に来る。

しかし、NJ ともなれば日本全国からスカウトたちが集

まってくる。みなと祭りとはスケールが違った。その

中で演技ができることは、喜ばしいことであると同時

に、不安でもあった。 

 そんな１５NJ の演技の練習をしていて気付いたこ

とがある。それは、パレード演技とフロア演技は全く

別物だということ。パレード演技に比べて、フロア演
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技では足の動きが多い。そのため、スライドやクイッ

クターンが多かった。それに加えて手技も入ってくる

ので、大変だった。 

 そうして練習を重ね、ついに朝霧高原に乗り込むこ

とに。しかし、最初の頃は開会式の練習ばかりで、演

技の練習はしなかった。そして、開会式も無事に終わ

り、演技の練習をすることになったが、もう本番直前

だというのにあまり合わなかった。あの時。私は「こ

れで大丈夫なのか！？」と思った。 

 そうして、迎えたジャンボリー大集会。本番間際に

なって、「あのステージに立てるのか」と思うと、緊張

してきた。しかし、演技が始まると緊張が和らいでい

った。そして、演技はあっという間に終わり、ジャン

ボリー大集会は幕を閉じた。その後、S 演技、地区訪

問パレード、横浜地区の交流会などがあり、とても楽

しかった。それと同時に、最後の本番である閉会式も

刻一刻と迫ってきていた。 

 そして、閉会式当日。いつも通り練習をして、昼食

を食べ、また練習をする。ようやく本番前になり、リ

ーダーが話をする。そこまでは、みなと祭と一緒だっ

た。ただ一つ違うことは、これが 28 期のみんなとでき

る最後の演技だということ。そう思うと気持ちは少し

楽だった。しかし、今まで何十時間もかけて練習して

きたものが、たった数分間で終わってしまう。そう思

うと途端に悲しくなってきた。閉会式が始まる。カラ

ーチームの順番が迫ってくる。自身はあった。たくさ

ん練習したのだから。ジャンボリー大集会でも成功し

たのだから。そして、ついに順番が来た。 

 最後の演技は最高のものだった。今までに見たこと

のないくらい、素晴らしい演技だったと思う。演技は

ミスも無く無事に終わった。ただ、これで本当に終わ

りなのだと思うと、涙が止まらなかった。 

 初めてのカラーチームは、本当に楽しかった。そう

思えるのも、やはり仲間がいたからだと思う。仲間が

いたからこそ、辛かったことも乗り越えられた。横浜

カラーチームに入れて本当に良かったし、誇りに思う。

それに、今回のみなと祭と１５NJ で経験したことは、

来年のカラーチームに必ず活かされると信じている。

だから、来年もカラーチームに参加したいと思ってい

る。 

 28 期カラーチーム最高！ 

 今までで最高の夏でした！ 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第７３団 渡辺渡辺渡辺渡辺    美佑美佑美佑美佑 

「「「「しょいでしたしょいでしたしょいでしたしょいでした」」」」 

 港祭りまででやめておけばよかった。 

 NJ キャンプ中に何度そう思ったかわかりません。港

祭りも毎週練習があって大変でしたが、みんながひと

つの目標に向かっているという感じが本番に近づくに

つれて、身体中にびしばしと伝わってきて終わった後

は達成感にあふれていました。この仲間とやってこれ

てよかったと心から思えました。港祭りから NJ に視点

を向けてまたがんばろうと決めたはずでした。 

 それなのに、私はそんなことを思ってしまいました。

キャンプ一日目にブヨに 30 ヶ所近くさされて、病院に

まで行かなくてはいけない羽目になり、みんなに迷惑

かけちゃってプログラムには行けなくて、すごく精神

的に滅入ってしまったのです。たしか 3 日目のことだ

ったと思います。3 日目にはもうすでに、足も痛くて

練習は辛く、その上に本番が近いという状況下におか

れてしまったのでした。でも、どうしてもこれ以上み

んなに迷惑はかけたくなかったので、練習はでました。

「大丈夫！」と、みんなに返しました。それが、かっ

こいいと思っていたのです。みんなに「大丈夫！」と

言いつつ、メールで友達に「つらいよー。」と言ってい

たわたしはうそつきなだけでした。その時は、気づか

なかったのですが 8 日、今までですごく頑張っていた

S 木くんが、体調不良でふらふらしてしまっていて、

わたしたちは「無理すんなー。」とか「大丈夫かー。」

などと、声をかけました。でも、彼は「大丈夫だから。」

の一点張りでよろけながら荷物を運んでいました。最

初は『すごいなぁ、えらいなぁ。』と、思っていました

が、そのうち『なんで無理をするの？』と思うように

なってしまいました。単純に、わたしが辛そうなら S

木くんを見たくなかったからだけかもしれません。し

かし、流石に無理をしすぎだと、あの場にいた人全員

が思っているはずなのです。休んでほしかったのです。

わたしは、じぶんが 無理をしていた時、そういうこ

とを思ってくれていた人がいたかな？という疑問を持

ちました。多分、いなかったと思います。私の無理は

全然無理ではなかったのです。S 木くんに比べれば、

ちっちゃなものでしょうもないものでした。かっこい
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いと思っていた自分がはずかしくなりました。もちろ

ん、S 木くんだけじゃなく、耀子や航のように部活を

一生懸命にやりながら PERSPEX を頑張っている後輩

がたくさんいます。色々抱えてキャンプを乗り込えた

のは、決して自分だけではなかったはずです。PERSPEX

にはいい人がたくさんいます。特に後輩（といっても

同じ 1 年目ですが）のみんなはかわいくて私は大好き

です！頼りのない先輩でごめんね、とも謝りたいです

が、まずはありがとうと言いたいです。でも、面と向

かっていうのは…恥ずかしいものがあるので、思い出

と一緒にしまいます。 

 港祭りまででやめておけばよかった。 

 なんておばかでアホでまぬけでおたんこなすでかぼ

ちゃなことを思ってしまったのでしょうか！今年、28

期 PERSPEX の 1 人なって、日本全国の人の前で、人々

を感動させる演技をすることが出来ました。それは、

すてきでスーパーでウルトラでハイパーですごいこと

でした。M 村くんには悪いですが、港祭りまででやめ

なかったからこそ、出来た貴重な体験でした。でも、

私が一番すてきだと思うのは、28 期 PERSPEX の一人

となり、みんなと巡り合えたことです。 

 とても長かった活動を支えてくださった、両親、隊

長、リーダー、インストをはじめとするすべてのみな

さまに感謝を込めて、小学生みたいな作文を終わりに

したいと思います。 

 ありがとうございましょい。 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第７３団 行舎行舎行舎行舎    沙椰沙椰沙椰沙椰子子子子 

「「「「15NJをををを終終終終えてえてえてえて。」。」。」。」 

まず、最初に言いたいことは、本当に本当にありが

とうございました。リーダーをはじめ、原隊の隊長や

両親や友人に助けられて、カラーチーム 28 期を経験す

ることができて、心から感謝しています。 

 私は人生で初めて、日本ジャンボリーに参加しまし

た。聞いたことしかなく、自分とはあまり関係ないと

も思っていたし、また自分が行くとは思ってもいませ

んでした。しかも、横浜カラーチームとして、ジャン

ボリーに参加するなんて、全く考えてもいませんでし

た。 

私はカラーチームを１回しか見たことがありませんで

した。去年の 12KC の閉会式の、県央カラーチームの

演技です。なので、横浜カラーチームの演技は、一回

も、見たことがありませんでした。わたしは、みなと

まつりに向けての第１回合宿で、初めて、横浜カラー

チームの演技を DVD で見ました。すごく、綺麗だと思

いました。また、ドラムも使うということも知って、

驚きました。そんな右も左もわからない状態から、色々

なことを知り、学び、小机城址祭りや、みなと祭り、

と２回の本番を体験して、本番になったら緊張してし

まって、練習の時より演技が上手く出来ないこともあ

る、ということも学びました。 

 日本ジャンボリーに向けて、５月から毎週土日三ッ

沢公園で、泊まりで練習して、夏休みが始まってから

は、一日中日産スタジアムで練習する日々は、とても、

楽とは言えないものだったけれど、すごくいい経験を

させてもらいました。リーダーも先輩も怖かったし、

休みがちだったため、演技を覚えるのも大変でした。

でも、友人がわからないことだらけの私の質問に、一

つ一つ丁寧に答えてくれたり、教えてくれたりして、

すごく助けられました。 

 ジャンボリー開催中も、体調を崩してしまい、リー

ダーや先輩方、友達にもたくさんの迷惑や心配をかけ

てしまいました。大集会では、リハーサルに出ること

ができず、本番 30 分前くらいにアリーナについて、中

尾インストラクターの携帯をお借りして１回のイメー

ジトレーニングしか出来ないまま、本番を迎え、わた

しはダンスで振りを間違えてしまいました。すごく悔

しくて、悔しく仕方なかったです。そして、その気持

ちを抱えて、次の閉会式では、絶対最高の演技をする、

と強く思いました。閉会式でも、私はリハーサルに出

ることができませんでした。そして、閉会式本番を迎

え、待機中、最後の演技だと思うと、涙が止まりませ

んでした。閉会式では、自分の練習した成果をちゃん

と出せたと思います。２万人の歓声の中、スポットラ

イトで明るく照らされたステージに立って、横浜カラ

ーチーム 28 期の最後の演技をして、思ったことは、「カ

ラーって楽しいっ！」ということです。 

 カラーチームという、神奈川に２つしかないチーム

の 28 期として、ジャンボリーに参加するということは、

本当に恵まれてると思ったし、感謝でいっぱいです。

でも、正直、悔しさが私の中にあります。だから、出

来ることなら、横浜カラーチーム 29 期として、みなと

祭りでリベンジしたいです。 

 第１５回日本ジャンボリー、おつかれさまでした。 
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カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第 73 団 吉田吉田吉田吉田    啓太啓太啓太啓太 

「「「「15NJ28期横浜期横浜期横浜期横浜カラーチームカラーチームカラーチームカラーチーム」」」」 

 ぼくは 15NJ でカラーチームとして参加したくさん

の演技見せました。それに向けて合宿・自主練に参加

したくさんセッションをやりました。最初のフロア演

技のフォーメーションをやる時、色はイエローフラッ

グになりました。色が決まり最初のエアウェーブのフ

ォーメーション・手技をやりました。フォーメーショ

ンをやる時、何種類かたくさんありましたので。難し

かったところもありましたが難しかったところにも追

いつけるようにしていきました。手技をやる時、途中

の手技がけっこうすばらしかったので良い演技ができ

そうだと思いました。次にリミックスの演技をやりま

した。その時の最初の位置は、Ｖ字の一番前の頂点で

した。演技をやる時一番前でけっこうたいへんだった

ので注意されたこともありましたが、これも一つのア

ドバイスだと思ってやりました。手技をやる時。パイ

レーツの最後の手技をやりました。最初ふせぐ時。危

ないとおもったけど、技としてはとてもかっこいいで

す。次に第六回合宿で習ったダンスをやりました。最

初はゆっくり練習し最後に音楽を流していくとテンポ

がけっこう速かったのでそれに追いつくように大変だ

ったけど、だんだん慣れていけると思いました。途中、

ブレイクと旗のダンスと二つ目のダンスがあり、その

うちの旗のダンスをやりました。レッドフラッグでダ

ンスをする時そんなに難しくなかったので慣れて行け

たと思いました。その後またフラッグを使い男子の演

技をし、またすばらしい演技を見せました。男子の演

技が終わり今度は女子の演技が始まりその間男子は

3m フラッグを使い通路を通ってみんなに目立つよう

な感じで通りました。3m フラッグは反対側にもいた

のでそれに合わせるようにしたので難しかったです。

けど、最後にライトショルダーをしみんなの前でフラ

ッグを回しそして最後に三人ずつ三角形でゆっくりプ

レセントアームえおやりすべての演技が終わりました。

いろいろ手技・フォーメーションをやる時、変更など

がありましたが良い考えだったと思いました。合宿・

活動が終わり 15NJ に参加し本番に向けてリハーサル

をやりました。その時に僕ははりきりすぎて手技がず

れてしまったけど、自分で意識していけば、落ち着い

てできると思いました。ジャンボリー大集会が始まっ

てけっこう何万人ものスカウトがいて緊張しました。

けど、これまで練習してきたことを生かしみんなの前

で演技をしました。ジャンボリー大集会が終わって撮

ったビデオを見たら全体がけっこうきれいにそろって

いてよかったと思いました。閉会式の演技では大集会

よりももっと感動できる演技をやりました。閉会式の

演技をやる間、大集会でやったおかげで自信が持つよ

うになれたので、ミスもなくすごい演技をすることが

できました。演技が終わって、けっこう感動し、最高

だったと思いました。みなとの演技よりもすごく、め

ったに見られない演技だったと思いました。最後にぼ

くは、このカラーチームに入って一番心に残ったこと

は、カラーチームとしてのチームメート、そしてチー

ムの誇りを持てたことです。それは、みんなで頑張っ

てきたこととチームの仲間であることが大切だから心

に残ったのだと思います。28 期カラーチームに入れて

うれしかったです。本当にありがとうございました。 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第 79 団 伊藤伊藤伊藤伊藤    耀子耀子耀子耀子 

「「「「十五十五十五十五 NJをををを終終終終えてえてえてえて」」」」 

 私は今年行われた第十五かい日本ジャンボリーに始

めて参加しました。初めての日本ジャンボリーに横浜

カラーチームの一人として参加できることがとても嬉

しかったです。そのジャンボリーで演技をするまで、

何度も練習しました。 

 三月に二十八期が結成され、初めは基本訓練から、

それからフラッグの手技などを教わっていきました。

カラーチームのセレモニーでは服装点検をしっかりし

て、きちんとたってなければいけません。私は原隊で

はそんなに厳しくしていませんでしたが、園からチー

ムのおかげで原隊でもきちんとするくせがつきました。

みなと祭りが大成功で終わり、十五 NJ に向けての活

動が始まりました。パレードでのドラムに合わせて演

技するのとは違って、フロア演技は音楽に合わせるし、

その音楽は何分もあるので、難しそうだな、と思いま
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した。１曲目は明るくて楽しそうな曲だし、私はパイ

レーツの曲が好きだったので、不安が楽しみへと変わ

りました。演技は土日にたくさん教わって、次の週に

は次の演技に進んでしまうので、平日時間があるとき

に家で動いたり、頭の中で演技をお舞いだしていたり

しました。私は部活をやっているので、遅刻や早退な

ど多くなってしました。その分セッションに出ている

間はしっかりと集中して、みんなに追いつかなきゃと

言う思いでやっていました。演技の曲を移動中たくさ

ん聞きました。演技を教わり、曲に合わせて自分が動

けると、嬉しいしすごく楽しかったです。 

 演技が完成して、何度も通しの練習をし、微調整し

たり色ごとに分かれてお互いの演技を見合ったりして、

自分たちで完成度を上げていったりもしました。その

練習は暑くて大変だったけど楽しかったです。私は三

十日まで部活の合宿に行っていたので、最後の練習に

出れなくて、みんなに迷惑をかけてしまったし、合宿

に疲れて一日から元気に行けるかな、と心配だったけ

ど、出発の日にみんなに会って「よし頑張ろう。」と思

えました。 

 朝霧について、一日目は設営し、二日目は開会式で

掲揚しました。二万人のボーイスカウトが見ている中、

私はすごくドキドキでしたが、これからボーイスカウ

ト人生の中で決してできない経験なの胸を張ってしっ

かりやろう、と思いました。開会式には皇太子様が来

られて、私は近くで敬礼をして迎える貴重な経験もで

きて嬉しかったです。しかし二日目の夜には大雨が降

り、地面はグショグショだし、ブヨにはたくさん刺さ

れるし・・・で帰りたいと思うこともたくさんありま

した。 

 一回目のプログラムに。私は少し隊長が悪く休んで

いました。みんなが帰ってくると他見の色々な人ちと

グッツ交換していたりして、とても楽しそうな感想を

聞いたので私は次にプログラムが楽しみでなりません

でした。 

 大集会本番直前はすごく緊張しました。でも楽しく

笑顔でやろう、と自分のなかで決めました。二万人の

ボーイスカウトが拍手してくれたりして、自然と笑顔

になれました。演技は、あっという間に終わってしま

ったという感じがしました。その夜、中上げ、他の団

人たちは御神輿を担いでいたり、すごく盛り上がって

いました。大集会でのビデオをみんなで見ました。想

像していたよりも、そろっていたり無限大マークもす

ごくきれいで、私は感動しました。でも逆に、もっと

こうした方がいいな、など気づかされる所もあり、子

今後の閉会式の練習への良い課題になりました。 

 アリーナから、カラーチームのテントサイトへ移動

するときにアテンの状態で行こうぜいこうぜコールを

しながら歩いていると、他の国の人たちが一緒に乗っ

てくれたり、「大集会すごくかっこよくて、よかった

よ。」など言ってもらえて嬉しかったです。そのような

事を言われて、私たちカラーチームはどんな時でもよ

く見られてる団体だな、と改めて感じました。そう感

じたものの、テントサイトで外で気が抜けた行動をと

ってしまう事がありました。リーダーの言う通り、テ

ントサイトを出たら気を引き締めて、自分がカラーチ

ームという、みんなにかっこいいと思われているチー

ムの一人なんだということを忘れないようにしなきゃ

と思いました。 

 私が参加できたプログラムは、自分の国の子たちに

会って話したり、北海道から沖縄までの子たちと交流

したり、そして外国人からその国の文化の話を聞いた

りと最高の時間を過ごせました。 

 閉会式本番。これまで何度も何度も練習してきた演

技もこれで最後、二十八期のみんなと演技するのもこ

れで本当に最後だ、と思うと本番前涙が出ました。閉

会式は二万人のスカウトも最後、という事で、すごく

盛り上がっていました。演技中、観客の歓声がすごす

ぎて感動して泣きそうになりましたが、笑顔で楽しく

やる、と決めたのでめちゃめちゃ楽しんでやりました。

演技中のかけ声なども、これまで出したことがないく

らい大きな声で言いました。もう本当に歓声が気持ち

よくて、楽しかったです！！！！ 

 十五 NJ は今年の夏休み・・・いや、人生の中での最

高な思い出の一ページに刻まれました。こんな最高に

思えるのは、辛い事も色々あったけどそれを乗り越え

てきたからこそ思えるんだと思いました。 

 二十八期カラーチームが大好きです！！！！ 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第１３０団 岡崎岡崎岡崎岡崎    麻美麻美麻美麻美 

「「「「15NJをををを終終終終えてえてえてえて」」」」 

みなと祭が終わって１５NJ に向けての活動が始ま

りました。今回の 15NJ はダンスを入れたり、2 メート

ルと 3 メートルのフラッグの両方を使ったり、ドラム

を使ったりと初めての試みが多いと聞いていたので、

全部成功したらすごい演技ができるんだろうなぁと思

って、練習が始まる前からすごく楽しみでした。三ツ

沢の合宿は辛い事もあったけど、最初の演技の air 

wave が少しずつ完成していくのは嬉しくて、また air 

wave はノリノリな曲だったので、演技をしている時は

本当に楽しかったです。完成した時は直人さんが泣い
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ていて貰い泣きしそうでした。Ｒe mix はパイレー

ツの最後の部分がめっちゃかっこ良くて、個人的に一

番好きなところです。全員がそろわなかったら怪我を

してしまうので危ないけど、きれいにそろった時は本

当にかっこよくて感動しました。七月に入ってダンス

レッスンが行われました。ダンスは、初めてやるよう

な動きが多くて、頭では理解しているのに、体が思う

ようについていかなくてすごくもどかしかったです。

でも練習したらともやさにみたいにはなれないけれど、

ダンスを自分の物にすることはできて、また良いポジ

ションを貰えて、ダンスがすごく楽しくなりました。

夏休みの日産の練習は毎日のようにあってすごくハー

ドだし、練習内容も厳しくて嫌になったこともありま

した。私は横浜カラーチームは、厳しいけれどけじめ

があってみんなで一つになって演技を作り上げる団体

だと思ってたのに、人は全然そろわないし、練習中も

メリハリがなくてすごく失望しました。私自身も直前

の練習やリハに出れなかったのであまり言えないので

すが。しかし最後の練習はほぼ全員そろって、演技の

完成度も上げて良い形で終われてよかったです。 

 ついに 15NJ の朝迎えました。私はあまりこの日を

迎えたくありませんでした。15NJ はすごく楽しみだっ

たけれど、15NJ が終わってしまったら横浜カラーチー

ムの 28 期は解散してしまうからです。また、演技を成

功させることができるか不安もありました。でもアリ

ーナ会場をみわたしたら、ステージが小さく見えるぐ

らい会場が広くて、こんな広い所で演技ができるのが

とても嬉しくなりました。 

 初日の設営の後の開会式の練習では、静岡旗を担当

することになりました。静岡旗は他の旗よりも少し小

さくて最初はちょっと嫌だったけれど、次の日のジャ

ンボリー新聞に静岡旗が大きく載っていて、静岡旗で

良かったと思いました。開会式は直前まで大雨で本番

も雨が降っていて、私は旗持ちで座る方だったので、

膝をついた瞬間制限に泥水が染み込んできてすごくテ

ンションが下りました。しかし目の前には大勢のスカ

ウトがいて動くわけにもいかなかったので、ずっと立

て膝は辛かったけど、微動だにしないようにがんばり

ました。3 日目から演技練習も始まっていよいよ技を

披露するんだという実感が湧いてきました。S 演技は

air waveだけだったのしお客さんも少なかったけど、

初めて演技する場だったのですごく緊張しました。そ

のときオーダーをミスってしまいました。大きなミス

をしたのはこの時だけだったので、すごく悔しかった

し悲しかったです。演技が終わった時、ジャンボリー

大集会は絶対にミスをしないと心に決めました。５日

目、ついに横浜カラーチームの演技を魅せる時が来ま

した。ジャンボリー大集会が始まる前はすごく緊張し

ました。入場して舞台に立っていざ観衆を目に前にし

たら、その緊張は MAX にまで到達しました。演技が始

まってすぐは自分のことで一杯一杯でしたが、途中か

らは楽しんで演技できたとお思います。お客さんに魅

せるだけでなく、一緒に楽しんで貰うように演技しま

した。お客さんも air wave の途中から手拍子をして

くれたりして、とても楽しそうに演技を見てくれてす

ごく嬉しかったです。自分達が最高の演技をするのは

難しいけれど、お客さんを楽しませる演技をするのは

もっと難しいと思います。私達はそれと両方を成し遂

げたのですごいことだと思いました。6 日目、7 日目は

地区訪問パレードがあって、横浜カラーチームについ

て知って貰う良いチャンスでした。パレードをする所

は道も狭く歩きにくかったけど、間近で声援を送って

くれる人や写真を撮ってくれる人が沢山いて、閉会式

ではジャンボリー大集会以上の演技をして、お客さん

に感動を与えたいと思いました。プログラムの時間に

地区訪問をして多くの人と交流したり、グッツの交換

ができたのもすごく良い思いでです。 

 8日目の閉会式は横浜カラーチームの28期として演

技をするのが最後でした。県央カラーチーム、静岡の

ファンファーレ隊、富山スカウトバンドが会場を温め

てくれて、自分達が演技をする番になりました。すご

く緊張したけれど、何より最後の演技を楽しみたいと

思いながら演技に望みました。入場する時舞台の上が

虫だらけでこんな中で演技に集中できるか少し不安を

感じたりもしましたが、そんな心配は不要でした。横

浜カラーチームも会場を盛り上げられたし、お客さん

が盛り上げてくれて会場と一体になれて、最高の演技

ができたと思います。最後の方のサプライズはびっく

りしたけれど、嬉しさと感動がこみ上げてきて演技が

終わる時は、心から横浜カラーチームで良かったと思

いました。15NJ は終わってしまったけど三月から一緒

に活動してきた 28 期の人とはこれからもずっと繋が

っていると思います。解散してしまっても 28 期として

15NJ の舞台に立った事は一生忘れません。できれば

29 期もまたカラーチームに戻ってきて、またみんなと

一緒に活動したいです。28 期本当にお疲れ様でし

た！！ 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第 133 団 和田和田和田和田    翔平翔平翔平翔平 

「「「「１５１５１５１５NJにににに向向向向けてけてけてけて」」」」 

 私は、今年の NJ は、いい結験になりました。それは、

港祭も終わってすぐ一週間が経ち、また今度は NJ に向
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けて練習するんだなーと思いました。最初は、また、

基礎練かよとか思いながら練習をしていました。でも、

あまり基礎練とかが好きではなかったけど、やらない

ままだったら何も始まらないと思ったのでやろうと思

いました。そしてどんどん難しくなってエアーウェー

ブやパイレーツなどをやって行き、とうとう野活での

合宿が終わりました。そして、日産スタジアムでの練

習も始まって、エアーウェーブやパイレーツの他にリ

ミックスの曲やダンス練習や旗持ち練習など色々な演

技の練習をしていく内に、出来ない事はずっと続けて

まで出来ないまでいるのではなく、少しずつでいいか

らもっともっと出来ない事を出来たと言えるようにな

りたいし、出来たらもっと次への自信につながってい

くからがんばろうと心で決めた。そして当日、本当に

朝の七時ぐらいから荷物を積み重ねたりしてバスの中

に荷物を置いていったりしながら時間がすぎさってい

くのを感じた。私は、セレモニーが始って見に来てい

た母にその時、正直感謝したいと思いました。いつも

練習にいけるのも母のおかげなのだから家族にも感謝

したいし母にも感謝してよい NJ にしたいと思いまし

た。そして、現地に行って設営をして、開会式のリハ

ーサルの練習をしたりしました。その日は疲れて寝ま

した。二日目、雨の降る中で最後リハーサルをしまし

た。そして 13 時から、始まりまってすぐに旗が入場し

て曲ともに行進しました。まっている最中に国旗がそ

こに高三の先輩方が国旗を持っていて無茶カッコイイ

と思ったし自分も将来、あんな風になりたいと思いま

した。三日目は、二日目に起こったマーキーの沈水対

策とプログラムをやったりしました。また、初めて富

山スカウトバンドの演技を見てしまった私は感動して

しまいました。どうしたらあんなにうまくなるのか不

思議だったけど、教えるてる人がいい人なんだと思い

ました。四日目は、J 大集会のリハーサルをやって、

ヘトヘトでした。この時、私はなんで朝霧まできて、

ミスをしなくてはならないのにミスをしてしまうのが

分らず不安いっぱいだった。五日目は、J 大集会の日

だった。だから朝から無茶テンション上がっていたけ

ど、なぜか知らないのだがきんちょうと不安にすごく

恐われた 1 日でした。だけど、終ったらものすごくス

テートの上が楽しいさに包まれて沢山笑ってました。

だから改ためてここまでの自分にお疲れと言いたい気

分になった。六日目は、プログラムと新しくリミック

ス変えた所があったので覚えるのに大変時間がかって

しまいました。七日目は髪を丸防主なにてまじどうし

ようかと思ったけど、みんながこっちの方がいいって

言ったからこっちにしました。また、技のエリアで無

茶安しくしてくれた人がうれしかったし、アーチェリ

ーをやってみてまとに矢がささってストレス発散にな

りました。また、パレードもして楽しかったです。八

日目は、閉会式の準備などで色々あって大変だったけ

どいつもどおりにやれば出来ると思ったから行けると

思った、そして、閉会式が終わってみんなで本当に楽

しい事をしたなと思いました。 

 最後に、私はこの NJ を終えてどんだけ、自団の温か

い集団の中で育ったかがよく分かりました。だから、

今度のいい経験なりました。また、今まで私のテンシ

ョンなカワイコブル私の行動について行けなくなった

人やウザク思っていた人につきましては、来年もいけ

るかは分かりませんが来年もこれるのであればおしと

やかに、人に迷わくをかけるのではなく、静かに行動

や言動に気を付けていき、直いっそ新しくなった私を

見守ってほしいと思います。では、また来年もよろし

くお願い申し上げます。 

 

 
 

カラ☆キュア班 

横浜地区横浜第１３３団 奥山奥山奥山奥山 大樹大樹大樹大樹 

「「「「15NJをををを体験体験体験体験してしてしてして」」」」 

 僕は今年の第 15 回日本ジャンボリーに参加して、数

え切れない程の経験をして色々な事を感じました。 

僕は、28 期カラーチームには 5 月の中旬あたりから参

加し始めました。最初は全く何をすればいいのかわか

らず凄く挙動不審でオドオドしていました。今考える

と使えない奴過ぎて迷惑だったと思います。また、僕

は極度の人見知りで初対面の人にはなかなか話す事も

出来ない上、恥ずかしがり屋なので大きな声を出した

り、たくさんの人に注目されるのは苦手でした。でも、

カラーチームの皆はとても明るく、優しく、暖かく接

してくれて。僕はやっぱり最初は猫のように警戒して

いましたが、少しずつ打ち解ける事が出来ました。皆

と練習を重ねていくうちに自然と会話も弾み、ちょっ

かいを出し合ったりするような仲になってとても嬉し

く思いました。何度も合宿を重ねるとカラーチームの

皆の凄い所に気付いていきました。その凄い所は練習

時と休憩時の集中力や顔つきの違いがとても違ってい

て僕は驚くと同時に尊敬と羨望をこれまでにないほど

強く感じました。「自分も皆のように練習時と休憩時の

切り替えが出来ているだろうか？」 

 「目つきや顔つきが変わってしまう程集中できてい

るのか？」不安を覚えました。 

普段から集中力が欠けていて、不真面目な奴だった僕

は、より一層強く劣等感を感じました。しかし、みん

なと一緒に頑張るうちに自然と励まされ、かつて無い

程真剣になれている事に気付き嬉しく思いました。こ
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うやって自然に励ましあえる仲間でいられる。その事

が僕は本当に嬉しくて。カラーチームの良い所は実は

まだまだ知らないだけで数え切れない程有るんだと感

じました。誰かがミスを犯してもすかさず助けて、補

う。そんな良い関係が成り立っていたり、このカラー

チームという団体は何度僕を驚かせたら気が済むんだ

と思う程仰天の連続でした。真剣な顔つきは NJ が近づ

く毎に日に日に研ぎ澄まされ、より真剣により強固で

確固たる意思を持ち。僕の目には物凄くカッコよく映

りました。 

 そして、NJ の大集会前最後のリハーサルを終えて、

本番を待つ間。僕は、いや、恐らくみんなも程よい緊

張と高揚を感じつつも傲らず、練習の成果を信じ。自

らの実力の程を偽らず、そのまま顔に表していました。 

本当に良いコンディションの中、いよいよ演技の時間

になりました。僕は入場と同時に色々事を一気に思い

ました。「たくさん人がいるなぁ。」「うわぁ、あの人メ

ッチャ見てるよ。」「あれはどこの国の国旗だろう。」「演

技ミスらないよなぁ。」「まず、八カウントで・・・次

は・・・。」など演技に関係あるものから、どうでも良

い事まで同時に多種多様の思いが駆け巡り、頭で考え

ても無駄だと気付き。考えるのをやめ、何十回、何百

回と繰り返し動き、そして覚えた身体に任せることに

しました。曲が流れ始め、身体が勝手にテンポを刻み、

その曲とテンポの流れの中に身を投げ出してみる。す

ると、反応を示すかの様に身体が動き様々な練習中の

記憶が掘り起こされ言葉では形容し難い感情が溢れて

きました。無我夢中のまま演技が終わり、退場しまし

た。退場すると、今までの興奮が呼び起こされ、やり

とげた気持ちとこれまで携わった人への感識が一気に

込み上げてきました。そして、次の閉会式が最後にな

るのかぁと思い、少し残念な気持ちになりましが、最

高の演技にしようと思いました。 

 閉会式は予想よりも早くやってきました。二度目の

本番、そのうえ最後ということで全てを出し尽くし、

乾坤一擲の演技をすると決意しました。曲が始まると

楽しみながらも全力で演技が出来てとても快感で感動

しました。普段は泣かないの少しだけ嬉し涙が出てし

まいました。それ程感動が僕の中に生まれてました。

本当に横浜カラーチームに参加して良かったと思いま

した。そして、これまで手伝って方々にもとても感識

しています、ありがとうございました。最後に一言、 

横浜 PERSPEX 最高!! 

 

 
 

隊付 

横浜地区横浜第 35 団    村田村田村田村田    空空空空 

「「「「感動感動感動感動のジャンボリーのジャンボリーのジャンボリーのジャンボリー」」」」 

 みなと祭が終わりやっとひといきつけると思ったけ

れど現実は残酷ですぐさまジャンボリーにむけての合

宿がはじまってしまった。 

 この合宿で私の役職は班長から隊付に昇格した。最

初はどんなことをやるのかわからなかったけど合宿を

重ねていくうちにわかってきた。そのほかフロアの演

技練習もやっていき六回の合宿が終わった。 

 この合宿を終えて私はきずいたことがある。それは

私の心にゆとりができた事です。どうゆうことかとい

うとみなとの時は班長の仕事に追われあまりスカウト

となかよくなることができなかったけど隊付になって

からはけっこうスカウトと交流できなかよくなること

ができた。これは仕事が少し減ったことにより心にゆ

とりができたからだと思います。このおかげで色々な

所に気をくばることができて余裕のある行動ができる

ようになりました。 

 そして七回目からは日帰りの練習が始まりました。

集まりは悪かったけど朝から晩まで練習をくりかえし

ていきついにジャンボリー当日です。今の私の心境は

不安や緊張より楽しみな気持ちのほうが大きいです。

たしかに私はこのジャンボリーで 4 年前の先輩たちを

超える演技をやりたいと思っているし先輩たちを超え

られないかもという不安もあります。でもこのメンバ

ーなら最高の演技ができるという自信はありました。

そのため演技をするのが楽しみでとてもワクワクした

気持ちでジャンボリー当日を迎えることができました。 

 そしてバスにゆられてついたのがジャンボリー会場

の朝霧高原です。朝霧についてすぐに設営をやり長い

一日が終わりました。そして通信員のレポートを班長

会議のあとに書きすぐ寝りました。わかってはいまし

たが予想以上にハードな一日でした。とにかくつかれ

たとしかいいようがありません。そのため寝りにつく

のもいつもより早かった気がします。 

 そして 2 日目です。自分たちの最初の本番です。本

番といっても演技ではなく国旗等の入場と掲揚です。

練習をしてついに本番の時かきました。私は国旗の入

場をやりましたがやっぱり大勢の人の前にでてなにか
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をやるのはとても緊張しました。でもしっかりと自分

の仕事をこなすことができてよかったです。 

 その後は雨が降って荷物が全滅したり虻やブヨの被

害にあって動けなくなった人がいっぱい出たりしまし

たが大集会に向けてステージで練習をしていました。 

 そしてついに大集会当日。今までのすべてをぶつけ

る時がきました。リハが終わり私たちの出番です。演

技が終わり観客の声援が温かくとても気持ちがよかっ

たです。まさに最高の演技ができたと思いました。お

もわず泣きそうになってしまいましたが涙はラストに

とっておこうと思い涙をこらえました。サイトにもど

り自分たちの演技を見た時はすばらしい演技だなと思

いました。自分で言うのもなんだけど最高にカッコよ

かったです。でもここで満足しないで閉会式ではもっ

とすごい演技をしようと強く思いました。私たちは音

楽隊の中で一番最初に演技をやったので自分たちの演

技が終わった後は観客席から大集会を見ていましたが

本当に楽しい大集会でした。大集会が終わってからカ

ラーの知名度がいっきにあがってサインなどを求めら

れるようになってちょっとうれしかったです。 

 本番が終わり一段落ついたので次の日からはプログ

ラムに参加したりスカウトショップなどをまわるなの

自由時間ができてやっとおちついた感がします。自由

時間のあとはサイトをパレードでまわりました。観客

との距離が近くて直接声援がくるのでとても楽しく気

持ちのよいパレードでした。次の日も今日と同じよう

にプログラムとパレードをやりついに最後の本番がや

ってきました。 

 ライトアップされさステージと 2 万人の観客。ステ

ージに立った時大集会の時より緊張しているのがわか

りました。最後の演技が始まり終わった後舞台裏で泣

きました。自然と涙が出てきて今までがんばってきた

思い出が蘇ってきました。すこしミスをしてしまった

けど悔いの残ら無いサイコーのジャンボリーになりま

した。その後私たちは各国の旗を降ろして閉会式を楽

しんだ。閉会式はすごくモリあがっていてこのままジ

ャンボリーが終わるなんて嘘みたいだった。 

 最終日に撤営をして九日間お世話になった朝霧高原

を旅立った。そしてオレたちのジャンボリーが終わっ

た。 

 最後にオレの気持ちを書いて終わりにしたいと思い

ます。オレは三年間フラッグをやり続けて本当によか

ったと思っている。それは三年目の時にジャンボリー

でこんな最高の仲間たちと演技ができたからだ。四年

前の演技を超えられたかはわからないけど演技の後の

歓声は先輩たちを超えていたとオレは思う。このメン

バーでもう演技ができないのはとても悲しいけどそれ

以上にこのメンバーで演技ができたことを幸せに思う。

どのポジションもお前らにしかできなかったとオレは

思うよ。あと三年生のみんなにはどれだけ礼を言って

も足りないかな。三年やつらがいなかったらオレはが

んばれなかったよ。本当にありがとう。来年もオレの

ことを支えてくれるとうれしいな。フラッグを振るこ

とが、もうできないのは寂しいけどまたみんなとカラ

ーやりたいから来年みんなきてくれよ。リーダーの

方々にも色々迷惑をかけましたが今までありがとうご

ざいました。来年も迷惑かけますがよろしくお願いし

ます。感想文というよりふりかえりみたいになってし

まいましたがこれで終わります。今までこんな頼りな

い隊付についてきてくれてありがとう。そして感動の

ジャンボリーをありがとう。 

 

 
 

隊付 

横浜地区横浜第 35 団 皆木皆木皆木皆木    亮亮亮亮 

「「「「想想想想いいいい、、、、感感感感じじじじ、、、、考考考考えたことえたことえたことえたこと」」」」 

 正直 15NJ には悔いが残った。もちろん、楽しかっ

たし、感動したし、おもしろいこともたくさんあった。

みなとのときにはほとんどなかった後悔が NJ 終わっ

た今、ある。後悔なんてものは自分の中のものだから

ここには書かないが、この後悔が来年のやる気につな

がればいいと思った。 

 さてここからは 15NJ の感想。 

 まず初日。とりあえず雨が降る前にたてるものはた

てられてよかった。隊付なのに他の一年生と一緒に作

業をしてしまっていた。指示をしながら自分も作業を

していたつもりなんだけど人の目にはそうは映らなか

ったらしい。以後改善します。 

 二日目は開会式。正直国旗上げてんの辛かったって

ことぐらいしか覚えていない。雨降ってたし。 

 三日目。雨がとにかく降ってた。このまま雨の NJ

になるかと思った。もうこのあたりからアースの道は

田んぼみたいになった。俺はトレッキングのままだっ

たけどみんな半強制的に長靴を履くことに。 

 四日目の朝カラームーンのマーキーとリーダーのマ

ーキに悲劇がおきた。床上浸水といえる水の氾濫。ベ

ニヤのブルシの間に水がたまりウォーターベッドにな

った。しかも俺は入り口で寝てたせいか寝袋の下に水

たまりができ、冷たさで深夜二時頃起こされる。みん

な続々起きてきて朝まで起きてるかと開き直る。結局

奥につめて寝たんだけど。この日からは晴天でベニヤ、

ブルシ、その他諸々を干した。あと気合いれて側溝を

掘った。リーダーの中には財布が水没した人もいたら

しい・・・。 
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 五日目。とうとうきた大集会。一回目の本番。AW

の最後をちょっとミスった。ためきれてなかったらし

い。思ったより緊張しなかった。富山がすごかった。

去年よりはよくないかもしれないが、すごかった。北

川さんマジかっこいい。マルチもかっこよかったし。

あとゲストの奥華子。最初は誰かと思ったけれどガス

トとはつこい聞いて分かった。はつこいの歌詞が泣け

た。多分もう一回聞いたら泣くだろう。時かけのガー

ネットやガラスのはなもいい曲だった。 

 六、七日目。スカウトショップ、静岡物産プログラ

ムなど自由に行動した。大阪の BS の子と友達になっ

た。大阪のノリには驚いた。ついていけなかった。多

分俺 18 に見えてない。この二日目間で他県、外国の人

と交換できた。やはり大集会でのカラーの演技は印象

強かったらしく、大集会前は売れなかった缶バッチと

キーホルダーが売れるようになっていた。富山の人と

缶バッチを交換してもらえた！！。めっちゃうれしか

った。 

 八日目。ついに閉会式。4 年前の珠洲で俺が感動し

た閉会式。演技の悔いはなかった。観客に感動あたえ

られたか分からないが、精一杯やれたと思う。泣いた

し。あとでビデオを見たが、大きなミスはなかったと

思う。 

 九日目。撤収の日。微妙な雨が降ってた。俺は県連

の手伝いをしていて、サイトのほうに戻ったときには

撤営が終わっていたのでくわしくは知らないが遅かっ

たと思う。県央はどんどんコンテナに運んできていた

けど横浜は疎らだった。やっぱり県央は生活面でしっ

かりしていた。俺も見習おう。また、バスを待ってる

間静岡の人にチーフを交換してもらった。みんなチー

フやハットを交換してもらっていた。長野の帽子ほし

かった・・・。 

 全体を通して、三年生は大変だなと思った。楽しみ

たいのに楽しめない。楽しくやりたいのにできない。

どこかで邪魔、もしくは制約が入る。きっとリーダー

になったらもっと自由がなくなるのだろう。きっと俺

はもう楽しむ側ではなく、楽しませる側の人間になる

年なんだろう。正直自信はない。だけど何事も経験だ

から頑張ろうと思う。俺はまた来年も行くだろう。自

信、経験その前に、みんなの顔がまた見たいから！ 

 

 

 
隊付 

横浜みなと地区横浜第 68 団 梅崎梅崎梅崎梅崎    智弥智弥智弥智弥 

「「「「１５１５１５１５NJ感想文感想文感想文感想文」」」」 

今回また感想文を書く。回数にして、五回目、年数

にすると、三年目。こんな風に感想文を書こうとする

と、自分が三年生だという実感を改めて意識するよう

になる。 

15NJ。本当はたくさん不安や心配があったしかし自

分は三年目の上級生スカウト、そして与えられた役は

隊付。後輩たちに弱みをみせてたまるものかと思い、

必死に活動し、もう無我夢中だった。 

 これを読むあなたに問う。 

「涙を流すほど、達成感を感じるようなことを経験し

たことがあるだろうか。」 

 NJ へ行くまでの道のりは長かった。NJ に向けての

活動はおよそ二ヶ月間。しかし私はその活動が半年に

も、一年にも感じられた。自分の立場は受験生。カラ

ーチームでの立場は三年生、そして「隊付き。」本当に

偉そうな奴だったと思う。 

 NJ の活動、最後の最後まで全員で演技を確認するこ

とができなかった。リハーサルでさえ全員が集まらな

い、みなと祭りの活動では有り得なかった事だ。 

最後の練習、雨が降り場所を大きく確保し確認する

ことができなったが、みんなが NJ に向けて心が整って

いる事はよく伝わってきた。 

 正直な気持ち、私は色々な思いや考えで、葛藤が

あった。全員揃わない、明らかに意識の足りてない上

級生がいる、完成度がわからない。案の定、その不安

や心配は解消されることはなく、15NJ を迎える。 

八月一日、朝早くみんなで集合。村田は予定通り坊

主頭にしてきた。そして出発式。期待と不安を胸に新

横浜を出発した。バスの隣の席は渡○○○、とても面

白い後輩だ。 

朝霧高原に到着。県央カラーはともかく行動が早い、

私たち横浜カラーのスカウトはあの行動の速さを見習

うべきだ。 

設営を終え、開会式のリハーサル。何もかもが急な

動きのため、正直本当に大変だった。忙しいスケジュ

ールの中での行動、打ち合わせ時間もろくに確保され

ない。 

開会式本番、自分たちの、ポジションのかっこよさ

に始めて気付かされた。嬉しかった 

そして大集会への準備が始まる。静岡のサイトに行

き、出張演技も行った。場外プログラムも参加できな

いものもあったが、たくさんのスカウトと交流するこ

とができた。インドのボーイスカウトや、コロンビア、

イングランドにシンガポール。一番はしゃいで楽しん

でいたのは与儀航、みんな体はしんどかったはずなの

に、航の調子にすっかり乗せられ楽しむことが出来た。 

連日のハードスケジュールで体調を崩すスカウトも

でてきた。大集会を控え大変な状況だった。 

大集会本番、注目を全てさらったのは、私たち横浜
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カラーチーム。参加者全員が観客、そしてその観客は

私たちだけを見るために、この朝霧に集まって来てい

る。気持ちよかった。自分たちの努力がしっかりと実

を結んでいる。嫌な事も辛い事も全て忘れ、本当に嬉

しさと、達成感に満ちあふれた。あまりの感動に泣い

ているスカウトもいたが、私は泣くにはまだ早いと思

った。 

大集会が終わり、カラーチームの知名度は急上昇、

どこへ行っても何をしても気が付けば、ヒーロー。相

当気分も良かった。しかし、終わってから私たちは少

し気は抜けただろう。無理もないが私たちはもっとし

っかり行動しなければならなかった。なぜなら私たち

はカラーチームという名のヒーローだからだ。 

そして次の日。閉会式までに時間に余裕があり、や

っと落ち着ける時間が確保された。サイトの整備、プ

ログラムへの参加、各地区サイトへのパレード行進、

やっぱりどこへ行ってもヒーローである。閉会式まで

の時間は、まるで光の速さのように過ぎ去っていった。 

閉会式当日。私たち三年目のスカウトにとっては最

後の晴れ舞台。本番までに色々な感情がこみ上げてく

ると思ったが、不思議と最後という実感が沸かなかっ

た 

閉会式本番、真っ暗な空の下、富山スカウトバンド

にシンクロしながら、まず私たちドラムが入場する。

最高のシュチュエーション、今この時、私たちが主役

だ。スポットライトもステージも、観客も全部私たち

だけのもの、、そしてフラッグの入場。気分は最高に良

かった。もう二度とあの経験を出来ないと思うと本当

に寂しい。本番終了後、ステージ裏で大泣きをした。

本当に全部終わってしまったのだ。達成感、感動、悔

しさ、嬉しさ、悲しさ無数の感情が一気に襲い掛かっ

てきた。「泣くほどの達成感。」私たちは本当に幸せだ

と思う。最後に残ったのは、やはり感動。 

それからほぼ予定通りスケジュールをこなし、無事

帰宅 

今回の私のキーパーソンは、村田空だ。村田がいな

ければ、きっと最後まで私はやっていけなかっただろ

う。本当に感謝している。最初から最後まで本当に支

えてくれたそして最後に一緒に泣いた。本当に嬉しか

った。もちろん今まで陰で支えてくれた人たちの存在

も忘れてはいけない。隊長、副長、カラーチームのリ

ーダー、インストラクターの方々、ついてきてくれた

スカウトたち。原隊の隊長や、みなと地区の仲間やリ

ーダーの方々、そして自分の両親、妹、恥ずかしくて

直接なんかいえないが一人ひとり本当に感謝している。

ありがとう。 

 受験生の夏。カラーチームの夏。決して色褪せる

ことのないこの夏の思い出。欠けがえのないものを手

にすることが出来た。 

この夏の答え。 

「私は本当に幸せ者だ。」 

弥栄 

 

 
 

上級班長 

横浜地区横浜第 125 団 金田金田金田金田    太樹太樹太樹太樹 

「「「「第六感第六感第六感第六感」」」」 

4 年に一度の機会に、二度とないメンバーで、二度

とない貴重かつ名誉な活動をすることが出来たこの３

ヶ月間余りの時間。今までにないほどに、頭の中をカ

ラーチームでいっぱいにし 3 ヶ月だった。表現は他に

あるかもしれないが、すべてに夢中だった。その理由

は、4 年前のジャンボリー終了後に自分が思った事。 

「また NJ に行きたい！」この思いが現実になる点と、 

「4 年前を超えるぞ！」この二言が自分を動かしてい

た。 

すべてにおいて石川県珠洲市でのジャンボリーを上

回るために、「One For All」を掲げて、一人一人の

高い意識から横浜のカラーチームを作ることをジャン

ボリーに向けた大きな目標にした。後々考えると、目

標を掲げたまではよかったが、上級班長の自分には 36

人をまとめあげるというスタートの段階から苦難の連

続でした。スカウトが 14NJ の時より倍以上いる・そ

の 3 分の 1 は女の子・高校 3 年はうまい具合に個性が

ばらばら、などなど隊の構成から 4 年前と違う点がい

くつもあった。少なくともみなと祭りまでほとんどの

スカウトが一緒にやってきた仲間なので抵抗はなかっ

たが、このメンバーで NJ に行くことが本当に可能なの

かが正直心配だった。後々に、「このメンバーじゃなけ

れば駄目なんだ」と気付かされることになるのです

が･･･。 

１５NJ が終わってから思い返すと、自分が演技や生

活マナーを教えたり、メンタル面が強くなるようにフ

ォローしたことは、すべてがすべて正しい事ではなか

ったかもしれない。けれど、そのつどスカウトからの

反応や意見を聞き入れて、話をすることで問題は解消

することが出来る。どんな小さいことでも、会話を重

ねることでお互いが分かち合い、それが積み重なって

よいチームになるのだと気付きました。自分は将来カ

ウンセラーになろうなんて考えてもいませんが、スカ

ウトの様々な事情や言い訳を聞いて、いちいちその対

応をしていると、なんとなくなれちゃう気がします。 
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朝霧に到着した当初、自分はスカウトと同様に不安

を抱えていたが、この面子でどんな楽しいジャンボリ

ーになるのかと期待していた部分のほうが強かったと

思う。設営や開会式リハーサルや流動的な演技リハー

サルが始まると、「これがジャンボリーの雰囲気だ」と

いちいち懐かしく思って毎日が楽しかった。周りにい

るのはみんな自分と同じボーイスカウトという空気も

また好きだった。 

１５NJ 用の演技は、詰め込んでも出来るか心配にな

るほどのハイクオリティー。「4 年前を超える！」の言

葉通りに、最高の演技と言われてきた１４NJ 演技を超

えるものを、自分がスカウトに教えることが出来る事

はすごくワクワクした。ドラムとフラッグの合計 3 曲

構成、フォーメーション充実、2 メートルフラッグの

奇抜な新技、女の子らしい滑らかフラッグ演技、演技

衣装のハイクオリティー、これで定着するであろう 3

メートルフラッグの舞台下の観客席乱入演技、そして、

カラーチームが始めてフラッグを持たずにトライした

ダンス演技・・・。「これでもか！」というぐらい初め

ての事だらけでしたが、演技自体はすごくカッコイイ

ものが出来たなと感じていました。まっ、一番気に入

ってたのは俺の赤い羽根ハットだけど。 

大集会と閉会式。非常に良い緊張間の中自分は演技

に集中していて、ジャンボリーでしか出来ないことを

楽しんでいた。それは「観客と盛り上がり、その場を

楽しむこと」だ。みなと祭りなどのパレードでは絶対

にない、観客の反応がジャンボリーにはある。2 万人

を手拍子させる瞬間、自然と顔から笑みがこぼれてい

た。自分が使える五感以上のものを使って演技してい

たのかもしれない。 

カラーチームのサイトで涙を流した者がいる。その

者達はチームとしてまとまっていくことを確かめ合う

場を作ってくれた。サイト外でも涙を流した者がいる。

その者は心の底の正直な気持ちを相手に伝え、相手も

それを理解することが出来た。閉会式の演技終了後に

涙を流した者もいる。その者達の涙は、解説不要の綺

麗な涙だった。自分も泣いたけど、どうして泣いたの

かの説明は不可能です。その場にいた人にしか分から

ない感情だから。 

自分にとって第 15 回日本ジャンボリーとは 

「第六感が目覚める場所」 

28 期カラーチーム、リラックス！！ 

                              

By 赤い羽根の指揮者 

 

 
 

インストラクター 

横浜地区横浜第 35 団 陶山陶山陶山陶山    創創創創 

  

この２８期横浜カラーチームでの活動を通して、私

はリーダー１年目という「中間管理職」を楽しんでい

たように思う。本来、中間管理職という言葉には、上

からも下からも圧力をかけられて大変だとよく言われ

るように、あまりいいイメージがない。確かに私の１

個下にはスカウトがいて、すぐ上には他のリーダーが

いて、そのなかでは大変なこともあった。ただ、逆に

そんな状況だったからこそある時はスカウトとしても

リーダーとしても楽しめたことも数多くあった。 

まずはみなと祭りが終わるまで上班をやらせていた

だいて、想像以上に忙しく数多く失敗もしたものの、

周りの皆さんに支えられて何とかみなと祭りを終える

ことができた。上班という役目柄、スカウトのそばに

いて一緒に盛り上がれたこともあり、非常に楽しい１

ヵ月半を過ごせた。 

そして今回の第１５回日本ジャンボリーの活動。今

までの上班という役割から大きく変わって野営担当の

インストラクターとなった。やることが上班とは大き

く違うので、やはり最初は戸惑うことも多かった。今

まですぐ近くにいたスカウトからほんの少し距離があ

いたことも戸惑いの原因だったのかと思う。 

活動は予備キャンプが終わって演技の練習が本格的

に始まり、あっという間に平日練習になった。ここで

は上班だったとき以来、久しぶりにセッションをずっ

と見ていた。スカウトが何度も何度も練習をして、大

変そうだが楽しく演技を通しているのを見て正直うら

やましかった。自分もこの演技の中に入っていたい！ 

みなと祭りのときと同じようにもっとスカウトの近く

で一緒に楽しみたい！ そう思っていた。インストと

いう肩書きのせいか、ジャンボリー直前になってもや

はりスカウトと離れてしまったように感じていた。心

になにか引っかかるものがあった。今だから言えるこ

とだが、正直なところ、最初は上班だったときのよう

にスカウトと楽しめる回数が減ってしまうのかなと思

い、少しさびしく感じることもあった。 
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しかしジャンボリーが始まってみるとそんなことは

なかった。もっとも序盤は雨やブヨとの闘いで、スカ

ウトとの距離を気にしている余裕はなかったが、ジャ

ンボリー大集会の演技が始まってから急に距離が縮ま

ったように感じた。 

本番の演技が始まると、観衆が一気に盛り上がって、

会場全体をカラーがジャックしたような雰囲気があっ

たように思う。私は舞台袖から演技を見ていたが、な

ぜか一緒に演技に参加しているような感覚があった。

あっという間に演技が終わった後、みなと祭り終了後

のようにみんなで盛り上がれたことも距離が縮まった

ように感じた理由だったと思う。 

閉会式の時には、大集会以上の盛り上がりと、ＭＣ

をやらせていただいたことでますますスカウトと一体

になれたような気がした。演技が終わった後に多くの

スカウトが泣いていたが、それだけこの２８期は中味

の詰まった、そして重いものだったのだと思う。 

今こうして感想文を書いていると、そんな２８期が

もうすぐ終わってしまうんだと実感し、少しさびしく

感じてしまう。スカウトとも、他のリーダーとも一緒

に全員で楽しめた４年目のカラーチームがまだ終わっ

て欲しくないと思う。それだけ未練が残るほど、２８

期は最高だった。一緒にここまで来てくれた皆さん、

いい思い出をたくさんありがとう！  来年もカラー

で会えたら、今期のようにまた楽しくやっていきまし

ょう！ 

 

 
 

インストラクター 

横浜地区横浜第 82 団 中尾中尾中尾中尾    美句美句美句美句 

「「「「カラーチームでのジャンボカラーチームでのジャンボカラーチームでのジャンボカラーチームでのジャンボリーリーリーリー」」」」 

４年前、石川県で開かれた日本ジャンボリー。 

私はあの場ではじめて見た、カラーチームの演技にと

ても惹かれた。それから数カ月後、カラーチームに入

隊し…現在で４年になる。 

今年は私が惹かれたあの、ジャンボリーの場にカラー

チームとして行けるのだ。 

だがみなとまつりの頃、入学したての大学との両立の

難しさ、リーダーの厳しさに早くも辛くなっていた。 

調度挟まれた年代、ということもあり演技には参加出

来ない。でもカラーチームとしてジャンボリーには行

きたい。少しでもいいから、関わりたい。 

そんな複雑な気持ちもあったが、時間を上手くやりく

りしてカラーチームへ継続参加することに決めた。 

だが現実は甘くなく、平日練習には顔出しすら不可能

だった為、ジャンボリー前は二週間もカラーチームと

して過ごせなかった。みんなが暑い中練習している時、

私は試験真っ最中だったのだ。 

そのせいで当日になっても「本当に今からジャンボリ

ーに行くのだろうか・・」と現実味がなく、みんなの

お祭り騒ぎに若干ついて行けなくて不安だった。でも

そこはカラーチーム。段々周りの雰囲気に感化され、

私もつく頃には楽しい気持ちになっていき、とても安

心出来た。 

初日や二日目は、雨がすごくサイトも水没しかけてし

まった。リーダーサイトは私を境に水没し、ぎりぎり

大丈夫だった私はサイト改装の際に出来た一人部屋の

ようなスペースにて寝ることとなった。 

私の仕事は、食事の管理や演技の補佐…のような雑用

が主だった。朝は５時から配給に行き、朝食を作る。

４時に配給の日もあった。昼間の配給は結局違う仕事

に出る時ばかりで行けなかったが、朝は絶対行こうと

思って早起きしていたため昼間、すごく眠くなってし

まった。 

朝食は結構簡単なものばかりだが、サンドイッチの日

は大変だった。均等に行きわたるようにするためサン

ドしてから配るのだが、５時に配給へ行ってすぐ作り

始めても７時ぎりぎりになってしまう。人数が多いと

大変だと学んだ。 

食事は、勿論一人で作っているわけではない。澤田さ

んや、杉田副長、陶山副長がいつも助けてくださり、

中でも澤田さんにはとてもお世話になったので感謝し

ている。 

配給も、最終日近くまで泥がすごく一人ではとても行

けなかった。一緒に行ってもらうため起こしてしまう

こととなったリーダー、寝坊した私の代わりに行って

くれた隊長にはとても感謝している。一人ではなにも

出来なかっただろう。 

毎日の食事の中で一番大変だったのは「焼肉」の日だ。

他のサイトはバーベキューのようなものだったかもし

れないが、カラーチームはそうもいかない。遅くまで

スカウトは練習をしているのでリーダーがご飯を作っ

て待つのが日常だ。 

焼肉の日は、余っている派遣隊からももらった肉があ

り、壮大な量を焼いた。あれは本当に忘れられない。

熱くて暑くて大変だし、なかなか解凍されないし、全

部終わるころには火傷して箸が持てなかった。 

それに頑張ったのに量が多すぎて文句ばかり言われ、

少し悲しくなってしまった。 

そんな日々だったが、演技の方はというと平日練習に

丸々参加出来なかった私はアリーナで手伝った時が初

めて演技を見る場だった。曲は毎日のように聞いてい

て知っていたが、演技は知らない。情報を聞いていて

なんとなくしかわからなかったため、目の当たりにし
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た時は衝撃だった。四年前にはなかった、ドラムとダ

ンスのシーン。タスキと帽子の衣装。新しいカラーチ

ームの誕生に立ち会えたんだな、と感じた。 

全てが調和され、綺麗に揃っている、まさに規律と調

和の演技。女の子たちが舞台でスカートをはためかせ

る頃には、それまで感じていたただ「羨ましい」だけ

の気持ちから一転して、こんな素晴らしいチームに貢

献出来ているという「誇り」に変わっていった。 

ジャグを取りに行くため、一旦戻った帰り道に少し泣

いてしまう程の感動だった。練習でこれだけの感動を

与えるカラーチームは、本番はもっとすごいだろうと

思ってわくわくしたジャンボリー大集会と閉会式。私

は舞台袖で着替える手伝い等をしていたため正面から

は見れなかったが、代わりに観客の歓声を全て浴びる

ことが出来た。この歓声の中に、四年前の私のように

「カラーへ入りたい！」と強く思ってくれ、入るスカ

ウトがたくさんいたらいいと心から思う。それほどす

ごかった。 

ジャンボリー大集会の後、サイトを回ってパレードす

ると、すぐスカウトが集まってくる。カラーチームの

人気っぷりはまさに「芸能人」だった。そんな「芸能

人」たちを影から支える「マネージャー」が出来てス

カウトとはまた違った楽しさが味わえたと思う。やは

り少し、スカウトが羨ましかったけれど。 

たくさん問題も起こったりして、大変な日々だったけ

どカラーチームとしてジャンボリーに行けたのは私の

一生の思い出となる。この楽しい経験を話して私事だ

が自分の団からカラーチームに入る人が一人でも出た

らいいな、とも思うし、勿論これからもカラーチーム

と続けて行こうと思った。 

最後になりましたが、私を支えてくれた仲間たち、ア

ドバイスくれた先輩リーダーのみなさん、本当にあり

がとうございました。来年もよろしくお願いします！ 

 

 
 

インストラクター 

横浜地区横浜第 125 団 遠田遠田遠田遠田    勇也勇也勇也勇也                                                                                                             

「「「「集大成集大成集大成集大成」」」」 

 とにかく自分には NJ と言うものに、特別な感情を抱

いていた。なぜならスカウトとして、４年前の１４NJ

に参加して、感動と興奮と緊張感という普段の生活で

は到底味わえないような強烈な、経験をしたから今回

の活動には一際気持ちが入っていた。みなと祭が終わ

り杉野、村松の二人が NJ には参加しないことは残念だ

ったけれども、３６人中３４人が参加という結果に、

みんなの NJ への期待とやる気がとても感じられた。そ

れだけ１３NJ、１４NJ での地区訪問などが影響してい

るのだろう。 今回の自分の役割はみなと祭のドラム

のインストラクターとい言う、いわゆる表の役割では

なく野営・運営の裏方の仕事をメインでやることにな

ったけども、実は表より裏方のほうが好きだったりす

る。まず NJ の活動が始まってからの最初の壁は予備キ

ャンプで、野営備品を持たないカラーチームは、どこ

からか備品を掻き集めなければならないと言う、大き

くぶ厚い壁が立ちはだかりましたが２０団、７９団、

９５団１２５団の支援のおかげで予備キャンプ、１５

NJ 本番を快適なサイトにできた事に本当に感謝です。 

事前からの情報で朝霧高原の天気は不安定で雨がよく

降るらしいとのだったのでサイトの設計は、雨を大前

提としたサイト配置や対策に時間を使ったがやはり想

像や経験だけでは本番の水の流れなどは、想定しきれ

ず２日目の大雨では男子マーキーが浸水しとてもひど

い状況になってしまったのは本当にスカウトには申し

訳なかった。 

だけれどもその他の身の回りの事は比較的よくでき、

問題はなく９日間のキャンプは無事に出来たと思う。 

 練習の主体は俺から下の年代で回すのにはかなり不

安で、経験不足すぎて４年前のレベルのクオリティを

出せるか自分たちにかかっていてとてもプレッシャー

だったが、それしか道はないし自分達で NJ の演技を仕

上げていく事が出来るチャンスでもあり経験でもあっ

たので頑張ることにした。４年ぶりの日産スタジアム

での練習は”NJ の練習”って感じで意気が高揚した。 

１５NJ の演技は新しい事尽くめで正直リーダーであ

る自分でも驚きの連続であった。帽子にタスキ、それ

と ダ ン ス や 曲 の リ ミ ッ ク ス は 、 あ る 意 味 で の

YOKOHAMA PERSPEX としての演技の完成形を見た

気がする。閉会式でのライトアップされ煌めくタスキ

や、演技曲の曲調のコントーロールしたリミックスは

秀逸だったと思う。肝心の演技の方はジャンボリー大

集会の後にも言ったけど、演技したスカウト、演技を

作ったリーダーがどう思うかは個人の自由だが、良く

も悪くも演技グループである以上は、観客の反応が第

１で、自分たちが最高の演技だ、とか思うのは単なる

自己満足でしかない。しかし今回の演技は外の反応は

今までに無い程良好で、ジャンボリー会場での注目度

は間違いなく１番と言っていいと思う位反響がすごく、

２８期横浜カラーチーム全体で目指してきた物そのも

のだと思う。 この感動を与えられる演技をしたスカ

ウト、この感動を与えられる演技を作ったリーダー、

影で支え暖かく見守ってくれたリーダに感謝していま

す、本当にありがとうございます。そして、お疲れ様
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でした。  

最後にスカウトへ 

来期に来る人、こない人に関係なくこの２０１０年８

月の１５NJ と言う思い出をずっと大切にして欲しい

と思います。４年前の自分がそうであったように・・・ 

 

 
 

インストラクター 

横浜地区横浜第 125 団 東海林東海林東海林東海林    忠忠忠忠 

「「「「15回日本回日本回日本回日本ジャンボリーにジャンボリーにジャンボリーにジャンボリーに参加参加参加参加してしてしてして」」」」 

朝霧での 15 回日本ジャンボリーが終わりを迎える

閉会式の時、カラーチームの演技を見て、また、各国

旗や国旗などの 5 旗の降納を見て、ジャンボリーの 8

日間のあまりの早さにさみしさを感じながらジャンボ

リーでの出来事を一つ一つ思い返していた。 

ジャンボリー会場の広さに興奮を覚えつつ、カラー

チームが演技をするであろうステージの姿に感動し、

これからのジャンボリーでの様々な出来事を想像しな

がら初日は設営を行った。しかし、自分の力不足で、

計画の通りに設営は進まず、設営が終わったころには

最初の興奮や高揚感は少しばかり薄れつつあり、若干

のむなしさも感じられた。ジャンボリーは初日から

様々な思いを与えてくれる本当に良いところだと考え

ていたことをよく覚えている。 

二日目からは雨が降り、これまで二度の晴天に恵ま

れたジャンボリーに参加していたために今年は雨男や

雨女が晴れ男や晴れ女よりも多かったのかな、などと

くだらないことを考えながらもどうやって雨の対策を

しようかと四苦八苦していた。結局、雨対策も完全に

できなかったので、このことは今回のジャンボリーの

中で後悔することの一つだ。 

 生活面では、初めてカラーチームとしてジャンボリ

ーに参加したので、あまり比較できないが、今回のジ

ャンボリーからはただの演技団体としてではなく、派

遣隊の一つであるため、スカウトたちはプログラムに

も参加できるということで、さまざまなプログラムに

参加することでいろいろな思い出を作ってもらえるだ

ろうと思っていたが、生活面での計画が不十分だった

ことや様々な要因が重なって十分にプログラムに参加

することができなかった。演技の練習や演技の本番で

十分な結果を残せていただけに今回の生活面での計画

の不十分さ、アラが目立ち、これもまた後悔すること

となった。 

 演技面では、ジャンボリーでの演技はフラッグが中

心であるため、あまり技術的な部分での説明ができず、

見た目で少し気になるようなところを時々言うだけで、

ほとんどは雑用か観客のようで少し寂しかった半面、

本番で大勢の観客の前でスカウトたちがどのように

堂々とかっこいい演技を見せてくれるのかをすごく楽

しみにしていた。 

 実際の本番、大集会のときにも閉会式の時にもジャ

ンボリーの大きな舞台で演技をするスカウトのみんな

の姿を見ていると自分もあそこに立って演技をしてみ

たかったという気持ちがわき上がり、四年前にカラー

チームではなく派遣隊のリーダーとしてジャンボリー

に参加したことを少しだけ後悔することになった。そ

して、これから先には二度とあの場所に自分は立つこ

とができないということを考えると、ステージの上で

かっこいい演技を見せているスカウトたちを見て、と

てもうらやましく感じられた。 

 28 期のカラーチームの一員として今回のジャンボ

リーに参加できたことは本当に幸運なことで、自分が

横浜地区のボーイスカウトとしてベンチャーまでスカ

ウト活動を続けてきたからこそ、カラーチームに参加

することができた。初めて、カラーチームに参加して

から 5 年がたとうとする今年、大学のことや部活のこ

とで他のリーダー方にも負担や迷惑をかけてしまい、

後悔することが山のようにある。しかし、28 期のカラ

ーチームに参加できたこと、28 期のカラーチームの仲

間たちとともにジャンボリーに参加できたこと、ジャ

ンボリーで過ごした日々、以前のジャンボリーで出会

った友人との偶然の再会、その他にもたくさんある幸

運やよい思い出は、山のようにある後悔よりもはるか

に貴重なものだ。確かに、後悔したことは今後反省し

てより良い方向になるように活かしていかなくてはい

けないことであるが、今はただ、1 年後 2 年後のこと

や 3 年後のジャンボリーのためになる反省よりも、こ

の感想文を書いている間だけであったとしてもこの良

き思い出のほうを大切にしたい。これから大学のほう

でも勉強や部活が忙しくなり、カラーチームに参加で

きるかどうかは正直なところでかなり難しく、無理な

んじゃないだろうかと思うこともあるが、どんな形で

あっても、どうにかしてカラーチームに参加するか、

協力ができればいいと心から思う。 

 最後に、今回のジャンボリーで様々な協力をしてく

れた方々、ともに準備の段階で過ごしてきたリーダー

の方々、堂々とかっこいい演技を見せてくれたスカウ

トのみんな、今回のジャンボリーにかかわったすべて

の方に謝辞を述べさせていただきます、どうもありが

とうございました。 
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副長補 

横浜地区横浜 79 団 中井中井中井中井    佑亮佑亮佑亮佑亮 

「「「「綱綱綱綱」」」」 

 今年は自分にとってカラーチームに参加する上で非

常にもどかしい年でした。社会人 1 年目として仕事を

しながらのカラーチーム活動となり、正直なところも

っともっとやりたいことがあったのにできなかったと

いう気持ちが強く残っています。去年はほぼ全ての活

動に参加し間近でスカウトたちを見ていられたという

環境だったのに、今年は久々に活動に来てみたらスカ

ウトが見違えるように成長していたということもしば

しばでした。カラーチームのリーダーでありながら間

近でみんなの成長を見守れないことをこんなに悔しい

と思ったことはありませんでした。それだけに、カラ

ーチームとして活動している時間は自分にとってとて

も貴重な時間になったし、今の自分はカラーチームに

何が出来るのかを考えるきっかけとなりました。自分

にできる限りの力をカラーチームに注ぎ、ジャンボリ

ーを振り返ってみると、そこに後悔はありませんでし

た。スカウト達の声をいろいろな形で聞くたびに、や

ってよかったという充実感がじわじわと沸いてきます。

自分にとってそんな 28 期カラーチームでした。 

 さて、なぜカラーチームが、自分を含めてたくさん

のスカウトやリーダー、応援してくださる関係者や演

技を見てくださった観客の皆さんを、こんなにも魅了

してやまないのか？活動の中身が楽しく、面白いから。

年の近い気の合う友人と一緒にいられるから。旗やド

ラムの演技がかっこいいから。もちろんそれもあると

思います。しかしそれだけではない、カラーチームが

特別な存在になりうるのは、カラーチームに参加する

それぞれの人の強い思いが集まって成り立っているか

らだと思います。カラーチームに全力で臨みみんなで

感動を分かち合いたい。カラーチームのスカウトとし

て全国すべてのスカウト達に誇れる存在でありたい。

そんなスカウト達を全力でサポートし、スカウト活動

を通して何か掴み取ってほしい。感じ取ってほしい。

今というかけがえのない時を楽しんで欲しい。誇れる

存在であってほしい。変わってほしい！感動してほし

い！！そんなさまざまな色の強い思いの一本一本がよ

りあわさってできたのがカラーチームという存在です。 

 カラーチームには 28 年間積み上げてきた歴史があ

り、その中で培われてきた伝統があります。それは今

までカラーチームに関わったすべての人たちが紡いで

きた大きな綱だといえるでしょう。その伝統という綱

も、時が進むにつれてよりあう糸の色が変わり綱の色

を変えてきています。しかしカラーチームという太い

綱の芯となる部分、「それぞれの人の成長の場であるこ

と、感動できる場所であること」は守られ続けなけれ

ばなりません。自分もカラーチームをつむぐものの一

員として、あのジャンボリー大集会や閉会式の観客の

歓声、スカウト達の感動と涙を見て、感じて・・・今

期も 28 年つむがれてきた綱を 29 年目につなぐことが

できたのかなと感じます。 

 これからもカラーチームはさまざまに色を変えなが

ら、進化をやめずにつながれていくでしょう。カラー

チームが大好きなみんなの強い思いが消えない限り。。。 

 最後に、カラーチームを支えてくださったすべての

方々、一緒にカラーチームを導いたリーダー、そして

なにより今期カラーチームを作った主役であるすべて

のスカウト達に・・・今年も最高の感動を届けてくれ

てありがとうとうございます。来年も、再来年も、こ

れから先ずっとカラーチームが成長と感動の場で在り

続けますように・・・。 

 

 
 

副長 

横浜地区横浜 125 団 渡辺渡辺渡辺渡辺    直人直人直人直人 

「「「「初初初初めてのジャンボリーめてのジャンボリーめてのジャンボリーめてのジャンボリー」」」」 

 ジャンボリー、、、その言葉を聞くと、「とてもつらい

長期間のキャンプ」そんなイメージしかわかなかった。

今まで長いことボーイスカウトをやってきたがことご

とく参加していなかった。カラーチームに入ってから

も二回ジャンボリーに参加できる機会があったのだが

やはり俺は参加しなかった。一年目のスカウトの時、

リーダー二年目のインストの時、そして、リーダー六

年目の副長の今年。そう思うと俺はカラーチームを九

年間もやってるんだなー、と思ったり。。。 

今年のジャンボリーに参加したきっかけはなんだろ

う、、、？きっと初めて演技を作って教えた、ってゆー

のもあるだろうけど、それはきっとオマケ。 

、、、このメンバーでジャンボリー行くの！？すっげー
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不安、、、でも絶対楽しいだろうな。。。いや、むしろ楽

しくしてやりてぇし、楽しみてぇ！ 

みたいな気分だったから参加した次第ですわ。案の定

楽しかったわけで、、、 

実際スカウトにも「直人さん、目ぇ超キラキラしてる

し(笑)」みたいな事言われる程でした。 

だって、初めてのジャンボリーってものを、お前らと

行けて楽しくてしょうがなかったんだもん。 

それに、考えてもみろよ。ジャンボリーにバカでどう

しようもなくて最高に楽しい奴らと横浜のカラーチー

ムとして参加する奇跡を。 

もし、カラーチームをやってなかったら？もし、横浜

に住んでなかったら？もし、ボーイスカウト自体をや

ってなかったら？そんなもしもを考えるとどれだけの

奇跡かわかると思う。 

それは別にジャンボリーやらカラーチームやらに限っ

た話ではない。日々、奇跡とは起きているもので一瞬

一瞬がとても大切な時間なのである。 

お前らと演技の練習をしていた時や、休憩時間のくだ

らないトーク。ごちゃごちゃもめてる時。それはかけ

がえのない一瞬の連続。大事にしていかなければなら

ない物。 

だから、俺はなんて事のない練習の後の挨拶やらなん

やらでいつも泣いてしまう、、、 

嬉しくて涙を流すのなんて別に不思議じゃない。ただ

の練習でも、それは俺にとって最高に嬉しいこと。し

かも自分が作った演技をみんながやってくれて形ある

物になった時の感動といったらない。なんか、みんな

に受け入れられた気がしてすげー嬉しかったよ。 

お前らと一緒に 28 期のカラーチームができて本当に

よかった。 

そういえば次のジャンボリーの時にはみんなはもうリ

ーダーの年代だね。したらそん時のスカウト達に言っ

てやれよ。 

「28 期の時のジャンボリーは最高に楽しかったぜ」っ

てね。 

最後に、みんなお疲れ様。そして、ありがとう。れっ

つぽじてぃぶ！ばいば 

 

 
 

 

副長 

横浜地区横浜 20 団 田原田原田原田原    雅浩雅浩雅浩雅浩 

「「「「過程過程過程過程とととと結果結果結果結果」」」」 

 第１５回日本ジャンボリーが幕を閉じて約２週間、

この感想文を書きながら我々が行った結果とその過程

について考えてみる。 

 朝霧への道はあるスカウトにとっては４年前の珠洲

からはじまっていたのかもしれない。また、突然には

じまったスカウトもいるだろう。カラーチームにとっ

て特別の舞台、それが４年に一度のジャンボリーだと

思う。この舞台に立てるのは、限られたラッキーなス

カウトだけで、４回連続でジャンボリーに参加してい

る私も、演技をして舞台に立ったのは大阪の舞洲でお

こなった１回だけだ。そして、その時演技に出たのが

私にとって最後の演技になった。あれから、８年立場

も役割も変わり迎えた第１５回日本ジャンボリー。こ

こにたどり着くためにどれだけの過程があっただろう。

演技や生活以外にも数多くの課題があってそれを一つ

一つスカウトがそしてリーダーが乗越えてジャンボリ

ー本番をむかえた。 

 ジャンボリーの結果は書くまでもなく会場での観客

の声を聞けばわかる。我々カラーチームはジャンボリ

ーの中でなすべき役割を果たし最高の結果を残した。

帰ってきてから見たインターネット上の反応。ホーム

ページから態々問い合わせまで来た。また、ある県か

らは自分たちもカラーチームをやりたいという反応ま

であり、アドバイスを求められることもあった。正直

想定していなかったぐらい良い反応だった。しかし、

本当にすべてが良かったかと言われればそんなことは

ない。もしくは、そんなことあるはずがない。我々は

完璧な状態になったわけでもないし、またゴールした

わけでもない。ジャンボリーでの演技や隊としての規

律と調和は一つの目標であり、結果だが、それもまた

一つの過程なのだと思う。出来たこと、成したこと、

観客からいただいた拍手を誇りとし、出来なかったこ

と、足りなかったこと、やりきれなかったことを胸に

刻み、また次へむけて挑戦をしていくこと。それが次

の結果につながっていく。演技には終わりがあるが、

この活動と自分を磨く精神には終わりはない。何か目

標にむかって進む過程をどれだけ努力できるか、それ

が結果となり、その結果の積み重ねが幸福な人生の過

程になっていくのだと思う。ジャンボリーに向けてカ

ラーチームの一員として努力をできたこと、とても幸

せな時間をありがとう。完璧じゃないけど目標にむか

って苦しみながらも進むこの横浜カラーが好きです。 

 この活動を行い、支え、協力をしていただいた皆様

へ感謝します。 
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奉仕 

横浜地区横浜 83 団 澤田澤田澤田澤田    光子光子光子光子 

「「「「１５１５１５１５ｔｈｔｈｔｈｔｈ    日本日本日本日本ジャンボリーをジャンボリーをジャンボリーをジャンボリーを終終終終えてえてえてえて。。。」。。。」。。。」。。。」 

 １０年程前息子が、みなとまつりでカブ隊 隊旗隊

で参加させていただいた時に、初めてカラ―チームと

出会いました。 当時何もわからないながらも、厳し

い中にもあたたかみのありメリハリのある素晴らしい

隊だと感動したことを今でも鮮明に覚えています。 

そのカラ―チームに昨年からスカウトとして息子が参

加させていただき、生き生きとした姿・表情を見て私

も何らかの形でお役に立てればと思っていました。 

 
そして１５NJ は、昨年の１２KC とは違う立場である

参加隊と聞き、私も何か出来ればと直前で『飯炊き姉

さん』（汗）として参加させて頂ける事となりました。 

３月から合宿と日々の練習を積み重ね、リーダー・ス

カウト間の信頼関係・チームワークが出来ている中に

入って良いのだろうかと、申し出をした後から余計な

ことをしてしまったのではないかと正直悩んでいまし

た。 しかしその思いもジャンボリーが始まり日を重

ねるごとに薄らぎ、今では行かせて頂いて良かったと

思っております。 

 

『みんな仲が良い』と聞いていました。お互いを信頼

しあい問題が起こればとことん話し合い、悩み事は打

ち明けて。。。 飾らないそのままの自分を現している

からこそ生まれた素晴らしいチーム。 喜怒哀楽を素

直に表し、毎日変わっていく表情にはプレッシャーと

不安に押し潰されそうになっていたのが自信へと変わ

り、皆が各々楽しもうとする余裕が出てきていたので

はありませんか。 

とてもいい顔して演技していましたよ。 素晴らし

い！！  

直前までのリハーサルで完璧な演技を披露しても、人

の心には響いていかないと思います。カラ―チームの

間には、替えがたい《 絆 》が有るからこそ、全ての

人に感動を与えることが出来たのではないでしょうか。 

その《 絆 》が出来るまでのさまざまな思い、リベン

ジ組の２年に亘る思い。 それらの集大成が観客みな

さんの心に響き感動を与える事が出来たのではないか

と思います。 

 
とても素晴らしい演技でした。 感動をありがとうご

ざいました 

 

 リーダー・スカウトの皆様、突然の参加にも関わら

ずあたたかく受け入れていただき、 

ありがとうございました。 横浜カラ―チームの一員

として第１５回日本ジャンボリーに参加できたことを

心より感謝しています。 

 

日本一日本一日本一日本一のののの  横浜横浜横浜横浜カラカラカラカラ――――チームチームチームチーム        更更更更なるなるなるなる活躍活躍活躍活躍をををを心心心心よよよよ

りりりり期待期待期待期待していますしていますしていますしています！！！！！！！！ 

 

 
 

副長                             

横浜地区横浜 133 団 杉田杉田杉田杉田    芳子芳子芳子芳子 

「「「「第第第第１５１５１５１５回日本回日本回日本回日本ジャンボリーをジャンボリーをジャンボリーをジャンボリーを終終終終えてえてえてえて」」」」 

 
 第１５回日本ジャンボリー、大変お疲れ様でした。

右も左もわからない名ばかりの副長の私を支えて下さ

ったリーダーの方々、関係者の方々、保護者の皆さん

本当にお世話になりました。感謝の気持ちで一杯です。 

初日からブヨの猛攻撃にあい、大きかった筈の長靴

がピッタリ。真っ黒なドロドロに足をとられないよう

トイレに行くだけでも四苦八苦な状態なのに、どこに

行くにも道のりは遠い。夜になると降り続ける雨、濁

り水で飲用停止、 

状況判断が甘く着るもの全てが水没してしまった時は、

帰りたい！と思わず呟いていましたが、ジャンボリー

中盤にはそんな状況にもすっかり慣れて、トイレやシ

ャワーがあるというだけでも幸せ！と思えるようにな

っていました。 

生活環境だけでなく色々な面においてスカウトもリ

ーダーの方々も皆さん様々な葛藤、思いがあったと思

います。 

途中で帰りたい～と何人かのスカウトの呟きも聞きま

した。でも、帰らなくて良かった！今ではそう思って

いますよね？ 

２８期の皆さんが一人も欠けることなくあの大舞台に
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立ち、多くの感動を与え、大喝采を受け、何よりも全

員で帰宅できた事はとても嬉しい事です。みなと祭り

から始まりジャンボリーまでの５ヶ月間、泣いたり笑

ったり怒ったり、忘れたくても忘れられない数々の思

い出、良き仲間達との出会い、そして影で支えて下さ

った多くのリーダーや保護者の方々への感謝の気持ち、

いつの日か必ず宝物になる事と信じています。 

 ありがとうございました♪  

 

 
 

副長 

横浜地区横浜 35 団 陶山陶山陶山陶山    れいれいれいれい子子子子 

「「「「１５１５１５１５ＮＪＮＪＮＪＮＪをををを終終終終えてえてえてえて」」」」 

２８期カラーチームのスカウトの皆さん、リーダー

の皆さん、１５ＮＪお疲れ様でした。 

５月３日のみなとまつりの本番が終わってからの３

ヶ月間、合宿をさらに重ね、１５ＮＪ直前の猛暑の日

帰り練習にも耐え、故障者もなく、既に真っ黒に日焼

けして８月１日カラーチームは全員で朝霧高原入りし

ました。そして、皆で築き上げたジャンボリーでの演

技は、アリーナのステージで約２万人の観客を大きく

沸かせ、感動を与えました。横浜カラーチームらしい

オリジナリティー溢れ、人数の多さを生かした演技の

バリエーション、その動き１つ１つに観客が「わぁー

っ！」「おぉーっ！」と大きな歓声を上げるたび、ステ

ージと観客席の間で見ていた私は鳥肌がたち、カラー

チームの皆が笑顔で本当に楽しそうに演技しているの

を見て熱くこみ上げて来るものがありました。２７期

から２８期へとメンバーは入れ替わっても、カラーチ

ームとして去年のキャンポリーのリベンジを立派に果

たすことができました。大集会の演技後、すぐにＯＢ

や参加隊隊長の方々からお褒めの言葉をいただいたこ

とも次の演技の大きな励みになりました。「来年カラー

チームのオーディションを受ける！」（オーディション

ってありましたっけ？）と言っていた兵庫のスカウト

がいたそうです。Ｓ演技を見た直後の岐阜県多治見の

スカウトは「すごい！かっこいい！」「横浜は団が多い

からカラーチームができるんだろうな・・・」（カラー

のスカウトの制服の団号章に１００番代以上の団があ

るのを見たのでしょう）と羨ましそうでした。現地で

は、荒天や昨年以上の虫刺され被害なども含め、整備

されない環境の中、演技以外のプログラム参加等ハー

ドスケジュールをこなし、皆本当によく頑張ったと思

います。 

 参加前から聞いていた通りこれまでのジャンボリー

同様、ステージ以外にもＳ演技やパレード、サイト訪

問など演技を重ねるごとにカラーチームの注目度はど

んどん上がり、それは想像以上でした。毎年出場して

いるみなとまつりと違い、ゼロからのスタートである

ＮＪは、当然ながら演技主体の活動になり、その成果

は得られたものの、生活面の「規律」が二の次になっ

てしまったことはとても残念です。特に２，３年目の

スカウトは、自分が楽しめればそれでいいのではなく、

班員全員、スカウト全体、隊活動全体を把握してリー

ドしていく義務感をもっと強く持ってほしかったと思

います。言うまでもなくカラーチームは単なる演技団

体ではありません。演技を追求する努力や団結力だけ

でなく生活面の「規律と調和」も継承されなくてはカ

ラーチームではあり得ません。ジャンボリーで注目を

浴び、期待されている事を実感したことで、カラーチ

ームの全てを継承していかなければならない責任感を、

スタッフも含め皆が自覚しなくてはいけないと強く思

いました。４年に１度のジャンボリーにカラーチーム

として参加できたことはとても幸せなことですが、１

５ＮＪで多くのボーイスカウトの憧れの的になったこ

とを単なる思い出にしてほしくありません。２８期を

通して経験し成長できた自分を、カラーチーム以外で

もどれだけ生かすことができるか、それがこれだけ充

実したベンチャー活動がいつか正当な評価を受けるこ

とに繋がっていくと思います。5 年後の世界ジャンボ

リーで横浜カラーチームが演技できることも夢ではな

いかもしれません。これからのスカウト皆さんの大き

な可能性を信じています。 

最後に、例年より長い活動中、食事奉仕や練習の応

援・差し入れをいただいた保護者・団関係者・ＯＢの

方々、衣裳制作にご協力いただいたお母様方、そして

笑顔でスカウトを送り出しやさしく帰宅を迎えてくだ

さったご家族の皆さん、ＮＪの配給食品に栄養と愛情

をプラスし手作りデザートで皆を労ってくださった澤

田さんに深く感謝します。皆さん、ありがとうござい

ました。 

 
隊長 

横浜地区横浜 133 団 生嶋生嶋生嶋生嶋    光則光則光則光則 

「「「「第第第第１５１５１５１５回回回回    日本日本日本日本ジャンボリーにジャンボリーにジャンボリーにジャンボリーに参加参加参加参加してしてしてして」」」」 

 四年に一度の日本ジャンボリー。過去４回参加し、

嬉し、楽し、良かったの連続でした。 

今年のジャンボリーは第１５回目。昨年の１２KC 神

奈川キャンポリーにはカラーチームのサポートリーダ

として同行し、不幸なハプニングでの涙の撤退でした。 

本年初頭よりリベンジを誓い、図らずも今回カラーチ

ーム隊長として参加となりました。 

 ５月のみなと祭りパレードを無事終えて、すぐに夏

本番の１５ＮＪに向け活動開始。 
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メンバー殆どが引き続き活動の３６名の大所帯。横浜

カラーチームの名は全国のスカウターに知れ渡ってま

すが、本年２８期は１２名もの女子スカウトが参加し

頑張っています。 

 １５ＮＪのメイン：大集会でのステージ演技には初

めてのミニスカート（ハーフパンツの上からですが）

姿が登場です。他の音楽３団体にも増して大喝采。リ

ーダー・スタッフ 

全員も楽曲・衣装・振り付けともに素晴らしい出来映

えで大喜び、上出来でした。 

これでまた一段と人気者。帰着後の反応がＷＡＫＵ

ＷＡＫＵ感いっぱいでした。 

スカウト達の取り組んだ辛く激しく、時には厳しい

「規律と調和」をモットーとした練習の成果が証明さ

れたと感じとりました。 

 演技集団パフォーマンスとしては各方面から高評価

を受けましたが、反面、ベンチャースカウトとしての

活動（野外生活）のスキルは不充分であったと思いま

した。 

演技活動中心ではあるため、反面スカウティング技能

の競い合い学び取る時間が取れず、少人数プロジェク

トになり得なかった。 

また、女子スカウトも多く多少の戸惑いも感じられ細

やかな心配りなど自団・原隊とは勝手が違うことも多

く、大変そうでも乗り越えなくてはならないジレンマ

もあったかと感じられ、今後の課題でもあると思いま

した。 

 さまざまなエリアから集まるユニークなスカウト達。

まとめ指導する若きリーダー・スタッフ達。どちらも

大変ではあったけど一体感を感じ取れるカラーチーム

になったようです。今後もこの仲間・先輩諸氏のネッ

トワークが永遠に続くことを願って。 

新調されたカラーチーム旗とともに、次期が楽しみな

カラーチームです。 

 日頃からご支援ご協力を頂いた各団のリーダーと、

さまざまなご奉仕と、お志を頂いた保護者の皆様に深

く感謝致します。 

また最後に参加スカウトの原隊隊長として、我が団の

ユニーク過ぎる面々を温かく迎え入れ、一緒に成長し

チームワークを築き上げてくれた仲間達、スカウトと

リーダー・スタッフ達に感謝します。 

 ありがとうございました。   弥栄 
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