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Ⅰ．はじめに

『30 期みなと祭り

感想文集』発刊にあたって

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、練習中に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
OB、OG にこの場をお借りし、カラーチーム指導者一同より、厚くお礼申し上げます。
30 期を迎えた今年は「小机城址祭り」に始まり「日本丸総帆展帆」、そして「みなと祭り」にて演技
を披露することができ、多くの方々のご声援を頂けたことを有り難く思います。横浜四地区からスカウト
を募集し、今期の参加者はベンチャー29 名、ローバー含む指導者で総員 47 名となりました。
今年カラーチームは 30 周年を迎える記念の年を迎えるため、スタッフ一同張り切ってみなと祭りへ向け
てスカウトと歩んで参りました。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、30 期みなと祭り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。この感想文は、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

2

th

Memories of 30 Yokohama PERSPEX

ほどの達成感があった。今まで頑張ってきた練習の

Ⅱ．みなと祭り スカウト 感想文

成果を全て出せた気分だった。
みなと祭が終わり、今考えるともと練習しておけ
ばよかったと思う。特に自分は足技があまり練習で
きていなかったのでそこを直していきたいと思う。
次は３０周年式典があるのでそこではもっとレベル
の高い演技を披露したいと思う。

Back to the future 班
横浜地区横浜第 20 団 与儀 翼

「みなと祭を終えて」
ドラム一年目としてみなと祭を終えて色々と感じ
たことがあった。先にも書いたが私は今期のカラー
チームを二年間やってきたフラッグではなく、初め
Back to the future 班

てドラムとして参加した。30 期が始まり、初回の
合宿でドラムのインストと話しているうちにドラム

横浜地区第 20 団

渡辺 航

「みなと祭りを終えて」

に興味を持った、というのもあるのだが一番の理由
は自分の中の「慣れ」をなくすことだった。2 年間

去年震災の影響で、みなと祭りが中止になってし

フラッグをやってきたので三年目でもフラッグをや

まい、とても悔しい思いをしました。その時の思い

ると「慣れ」が出てしまうのではないかと思い、そ

を断ち切るために、今回のみなと祭りは絶対に成功

れを無くす為にドラムをやることにした。

させようと思い、今期のカラーチームに参加しまし

今期のカラーチームのテーマが躍進ということも

た。

あり、みなと祭で使う曲がかなり難しくなり苦労し

初回合宿では、生憎の雨。そんな中でみなと祭り

た。そのせいか、平日の暇な自間になるとドラムの

のコースをラリー。班員の一年生にカラーチームの

練習をするようになっていた。フラッグをやってい

ことを教えながら歩き、親密な関係を築くことが出

たときとは比べものにならないくらい練習をした。

来ました。

そして、本番を迎えた。二年ぶりのみなと祭だった

次の日では、早くもセッション開始。
「また基礎練

だろうか、緊張してしまいいつも通りの様に叩けな

習をするのか～」と思っていたが、去年や二年前と

くて驚いた。演技が始まってから最初の 15 分間く

基本動作が変わっており、戸惑いました。それから、

らいはずっと音がずれていた。しかし、徐々に緊張

フラッグとドラムに別れて本格的に演技の練習が始

もほぐれてきていつもどおりに叩けるようになった。 まり、自分は三年間フラッグの道を歩むことにしま
そこからの演技は楽しかった。私は一番後ろで演技

した。フラッグの手技にも、変更点がありましたが、

をしているのでカラーチームの全体が見えたのでフ

特に問題はありませんでした。演技は、三年目でも

ラッグの演技を見ながら演奏した。みなと祭を特等

難しいと感じたくらいです。一年生は大丈夫なのか

席で見ている気分だった。演技も大詰めの伊勢崎町

な？と思っていたら、あんのじょう、全然できてい

に入ると、そこからが長く感じた。肩が痛くなり、

なかった。ですが、セッションを重ねるごとに、少

厳しい時間帯だった。演技が終わると今までにない

しずつではあったが、演技の完成度が良くなってい
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きました。

隣と４歩間をとらなければ、反射やクロスラインな

みなと祭り本番の日。二年ぶりでしたので少し緊

どでちゃんと目的地に行かないとなど不安要素がた

張していました。任命式やその後の練習を終え、い

くさんありました。ブルーフラッグのメンバーがほ

よいよ本番。気合は十分。楽しむことしか考えてい

とんどバックトゥーザフューチャー班だったのは、

ませんでした。パレードが始まり、二年前と明らか

なにか陰謀があるんじゃないか？とずっと疑ってい

に違うのは、周りの風景や観客が見えるようになっ

ました。結局何もなかった気がします。だけど、バ

ていたことでした。一年目の時は、自分のことで精

ックトゥーザフューチャーが厨房を掃除になって、

一杯で周りを見る余裕なんてありませんでした。し

時間ぎりぎりもしくは過ぎたらブルーフラッグは全

かし、周りが見えるようになると、観客が演技を見

然いないのでやっぱりなにか陰謀があるな！！とず

ていることが良く分かるし、歓声が聞こえました。

っと考えていました。セッションはいっきに演技を

とても気持ちがよく、あっと言う間にパレード終了。 頭に叩きこむという教育方針で、ゆとり世代として
みなと祭り閉会式を終えた途端、ゲリラ豪雨が降っ

は、３分割くらいにしてほしかったです。提案して

てきました。現場はあたふた。早急に片付けと閉会

セッションの内容が変化するならもっと早くに色々

式を終え解散。
「本番ってこんなにあっけなく終わる

言ってみれば良かったなと思いました。今更ですが

ものなのか･･･」と思いながら、帰宅。でも、とても

もっと色対抗や、まちがえたら後ろにさがるのとか

楽しいみなと祭りでしたし、去年の悔しさも無くな

やりたかったです。

りました。まだ、三十期カラーチームは終わってい

三年生だけで話あったとき、みんなカラーチーム

ないので、三十周年記念の演技はみなと祭りよりも

が大好きなんだなと思いました。三年間やっている

良い演技をして、悔いの残らないようにカラーチー

じてんで、そうなんですけど。色々な人が色々な事

ムを締めくくりたいです。

を考えていて、それを聞けて良かったなと思います。
人数もある程度いるので、全員が意見をちゃんと言
ったかはわかりません。２年生や１年生の考えてる
ことを聞いてみたかったです。
３日雨で４日に順延したみなとまつり。その前の
週のセッションは体調不良が多くてドラムの音がど
んどん減って午後のセッションが潰れた分３日にセ
ッションできて良かったです。みなとまつりは、道
が広くて障害物があまりなく、いろいろな人に見ら
れ、時に拍手をもらい、ものすごく楽しかったです。
最初、今期参加できるかどうか危うかったし、学
Back to the future 班

校で同級生が勉強をすごくやっていてカラー参加し

横浜地区横浜第７９団 若原 緑

ていて自分大丈夫なのかなとかすごい不安でした。

「感想文」

でもすごくたのしくて参加して良かったなと思いま

今期は、雨が多く室内での練習が多かったけど、

した。

ものすごく楽しい一ヶ月を過ごしました。班の中に
もう先輩がいなくて、三年生になったんだなと実感
しました。
セッションで青の一番と言われて、うれしかった
です。でもそれと同時に不安が生まれました。常に
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めてのみなと祭りが近づいてきた。去年の震災によ
り、参加できなかった思いを晴らすために本番前日
に臨んだ。しかし、チームとして抜けてい所が大き
く出てしまい、自分も含めて情けなく思った。幸い
なことに雨天順延ということになり、全体で話し合
う機会が与えられて、今きで不安だったところが一
気に晴れた気がした。前夜祭は、みんなすっきりし
た気持ちで向かえることができ、一安心した。
そして本番当日、良い天候で始めることができた。
Back to the future 班

不思議なことにパレードの途中の部分が短く感じて

横浜地区横浜第 95 団 矢田 裕樹

覚えていないことが多かった。ひとつ言えることは

「常に躍進せん」

三０期の目玉を無事に終わらせられることができ、

二〇一二年、自分にとって二年目のカラー活動が

安心したことである。最初に不安だった所も全員で

行われた。前年と違い、二年生という少し上級生な

やり遂げることでなくなり、とても楽しいものにな

立場になり楽しみの反面、不安もあった。

った。

初めての活動の時に今まで活動してきた仲間に加

次にまた参加させていただけるのなら、自信を持

え、新入生も増えた。新入生たちは去年の自分と同

って三年生をむかえられるようにしたいです。

じように緊張しているのを見て、これが少なからず
上級生としての目線なんだなと思った。しかし当時
の自分は胸を張って教えることができなかった。最
初に持っていた不安がそれであり、これからに向け
て何とかしなければという課題ができた。新ためて
感じたのが人をまとめることの難しさである。とい
うのは、どうやら今年の一年生たちは全体の輪に入
ることができなく固まって動いてしまうという点で
ある。もちろん二、三年生も固まりすぎているとこ
ろもあったが、どうも積極性が足りなく見えた。そ
Back to the future 班

れは先輩たちに対する気づかいや、団結力に関わっ
てくるので何とかしなければと思った。自分も今ま

横浜地区第 125 団

木下 駿

「30 期カラーチームの感想」

でに積極的に動けず後悔したことが多くあったので
特に気にした。

今期で 30 周年のカラーチームに、僕は 2 年目と

活動を重ねていく度に、全体の団結心も固まって

して参加しました。昨年の 29 期のカラーチームは、

いき、セッション面でもハリが出るようになった。

3 月の地震の影響で演技をさせてもらえる機会も少

自分はセッションでいつも怒られてしまい情けなか

なく毎年やっていたというみなとまつりパレードも

ったが、チームに支えられて成功への実感を持てる

中止になってしまったため、その分今期に参加する

ようになった。

と決めた時は昨年以上に気合いを入れて挑みました。

小机城址、メモリアルパークと、本番を重ねる度

僕は 1 年目の時にはフラッグをやっていたので、2

にやりがいがでてきて、楽しさも増えてきた。そし

年目もフラッグで頑張ろうと思いました。フラッグ

て三年にとって最後であり、一、二年生にとって初

の新しい動きを覚えながら、練習の途中に「あぁ、
5
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今年もフラッグを選んで正解だったな」と思ったの
を今でも覚えています。
みなとまつりパレードは一年目と同じく僕も初だ
ったのですが、このみなとまつりパレードについて
は小さい頃からテレビに映ると話を聞いたりやって
てすごく気持ちが良いと聞いたりやっている側はあ
っというまに終わってしまう感覚があると聞いたり
様々な事を聞いてきました。そして皆一様に「やっ

Back to the future 班

てよかった」といっていました。僕は「ほぉ、皆と

横浜地区横浜第 8 団 中島 菜緒子

「みなと祭を終えて」

まつりパレードというのはそんなに楽しいものなの
か」なんて思っていましたが、実際にやってみて思

私はカラーチームに参加してとてもたくさんの思

いました。みんなが言っていた通りでした。ドラム

い出が出来ました。

にはドラムできっと僕とは違う景色があるのだと思

一回目の本番の小机城址まつりは、体調不良が重

いますが、僕が道路にフラッグを持って立っていた

なり、参加することができなかったのでとても残念

時の風景は、旗が風に靡いて目の前をパタパタやっ

でした。

ているその向こうで、道路を挟んで両側にいる沢山

二回目の本番のメモリアルパークに向けての練習

の人達がみんな楽しみに待っていたぞと言わんばか

はとても大変でした。一回目の合宿では、始めてフ

りに演技が始まるのを待っているという状況でした。 ラッグを持ちました。皆よりも練習が三回分遅れて
実際どうだったのかは分かりませんが、僕はその時

いたので、短時間で基礎を覚えなければならなくて

こんなに楽しみにしてくれた人だ！と思い、その期

とても苦労しました。その他にも演技を二種類覚え

待に答えられる演技を見せてやる！と思いました。

たり、足技や手技のメリハリをつけたり、いろいろ

ドラムがカラーチームを叩き始めてからパレードが

な練習をしました。

終わるまでの間、何を考えていたかあまり覚えてい

メモリアルパーク本番では、あまり緊張せずに演

ませんが、風がとても気持ち良かったのと、これま

技を行うことができたので、自分が思っていたより

での何回かの合宿の間に自分達を応援してくれた先

も良い演技ができてとても楽しかったです。

輩やリーダー方や、前期リーダーをやってくれてい

メモリアルパークの後はみなと祭に向けてひたす

た懐かしい人なんかも僕達の事を見に来てくれてう

ら練習をしました。合宿から帰ってきてからも暇が

れしかったのを覚えています。

あれば演技の順番を頭の中で振り返ったり、手の動

カラーチーム 30 期、キリの良い、トラブルもあ

きを練習したりしていました。

り、そして賑やかな年でしたが、とても楽しかった

二泊三日のリハーサルでは一時間半歩き続けだっ

です！今年も参加して良かったです！もう大満足で

たので、終わったときはへとへとだったし、足もと

す！本当に色々な良い体験が毎年できるカラーチー

ても疲れていたので早く休みたいと思っていました。

ムに、来年もぜひ、参加したいです！

三日目は前日のリハーサルの疲れで練習に参加でき
そうにない人が多く、練習は中止になってしまい、
本番大丈夫なのかと心配していたけれど、指導をし
てくださった方々に「人前でできる演技にはなって
いる。」と言われ少し安心しました。
本番前日は、私も含めた十三人の不注意により午
前中のセッションをつぶしてしまい、本当に申し訳
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ない気持ちで一杯でした。自分の本番に対する気持

カラーチームに興味を持つようになりました。それ

ちがどれほど甘く、その甘い気持が原因でどれほど

からカラーチームのことを調べたりするようになり

多くの人たちに迷惑をかけたのかということを思い

中３の終わりに入るかを考えました。高校生活など

知らされました。私は本番に出してもらえなくても

勉強が不安だったので入るのはとりあえずやめてお

おかしくない状況だったのに、本番に出させてくれ

こうと思ったのですが、周りの人にはげまされ入る

た指導者や隊付きや上班に本当に感謝しています。

ことにしました。最初の活動は良かったのですが初

本番は朝からとても緊張していました。フラッグ

めて行った舍宿に行ったときは二度といきたくない

を隊長から渡された時、改めてこれからここにいる

と思いました。なぜあんなにきつい練習をするのか

皆とパレードに参加するという実感が湧きました。

もわからなかったしただ面倒くさいだけだと思って

パレードの始めは緊張で固まっていたけれど、途中

いました。

からはカラーの皆とパレードに出て、それを見た人

しかしやっていくにつれてそういう気持ちはなく

たちが拍手をしてくれる。それがとてもうれしくて、 なっていきました。最初の小机城址祭りには練習不
たのしくて、そのことで頭がいっぱいになってとて

足ででられずとても悔しかったです。その次の演技

も幸せな気持ちでした。パレードが終了してしまう

には絶対出てやると思い練習にできるだけ多く参加

のが少し残念でした。もっと皆と一緒に演技をした

しました。そのおかげでメモリアルパークの演技に

い。そう思いました。

出ることができました。初めて演技にでれてうれし

最初カラーに入ったときは不安ばかりでした。け

かったです。みなと祭りの本番に行くまでもいろい

れど、優しくて面白い指導者や隊付きや上班や先輩

ろありましたがみなと祭りを無事に終えることがで

方おおかげでとても楽しく過ごすことができました。 きたのでよかったです。
カラーに入って、いろんな団の人たちとふれあって、

本当は最初に入ったときカラーチームなんてやら

新しい友達が増えて、いろんなことを学ぶことがで

なきゃよかったと思っていました。疲れるだけだし、

きました。今では、カラーチームに入って本当によ

学校も大変だし、自分の自由な時間をつぶしてまで

かったと思いました。

もやる必要があるのか？とずっと思っていました。

カラーチーム三十期、本当に楽しくて最高でした。 しかし今では、カラーチームをやっていて本当に良
かったと思っています。来年はやれるかはわかりま
せんが３０周年式典も頑張ってやりたいとおもいま
す。

Back to the future 班
横浜地区横浜第１０団 天野 大樹

「カラーチーム感想文」
私がカラーチームに入りたいと思うようになった
きっかけは１５NJ での演技を見たときです。１５
NJ の閉会式とても感動しました。それから次第に
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ンでもキレを出せるように頑ばりましたが、みなと
際り本番までにはまにあわなくてとても悔しかった
です。
カラーチームでは、つらくて大変だった部分もあり
ましたがそれ以上に楽しいことがあったので、ぼく
はカラーチームに参加して本当によかったと思って
います。
Back to the future 班
横浜地区横浜第 95 団 橋本 光司

「カラーチームの感想」
ぼくは、正直カラーチームカラーチームに参加す
る前は参加するのはめんどうくさいと思っていまし
た。ですが、合宿を参加していくとセッションを参
加するのが楽しくなってきました。最初はフラッグ
のふり方など分からないところが多くて嫌だと思い
ましたが覚えてくるともっと上手になってかっこよ
くふれるようになりたいと思うようになりました。
小机城祉はあまりよく覚えていませんが楽しく演技

ぱみゅぱみゅ班

が出来ました。そのときにぼくは本番の楽しさが分

横浜地区横浜第 35 団 陶山 諄

『心から笑おう』

かりました。メモリアルパークでも二回ともとても
楽しく演技が出来たのでとてもよかったです。そし

私がカラーチームに出会ったのはカブスカウトと

て、みなと際りでは、ぼくはしてはいけないミスを

してみなと祭に参加したときだった。あれから 8 年、

何回もしてしまってとても後悔しています。ですが、 兄の影響もありカラーチームに入って 3 年が経った。
ミスをしていないところは、どの本番よりも一番気

今年でスカウトは卒業かと思いながら、この 30

持ちよかったです。セッション以外でのぼくの楽し

期に臨んだ。いざ活動が始まるとそんなことも忘れ

みは他の団の友達とのコミュニケーションです。高

るほど大変だった。しかし、それも考え方によって

校を入学したばかりのときは友達が全然いなかった

は、それほどカラーチームに夢中になれたというこ

のでカラーチームにいったときはとても安心するこ

とではないかと思う。

とが出来ました。そのカラーチームとの友達とは夜

今年は班長だった。自分はもう 2 年生ではなく、

の自由時間にしゃべったり遊んだりしていました。

ましてや班員ですらない。視野を広げ、班員を動か

そして、アドレスを交換したりもしました。

し、時にはフラッグのスカウトを動かし、場合によ

カラーチームで一番つらかったことは皿洗いです。

ってはスカウト全体を動かさなければならない。指

なぜなら、たくさんの皿と大きいなべなどを短い時

示を出すだけではなく、全体の空気を作り出すこと

間で洗わなくてはならないので大変でした。でも、

も必要だ。そのためには、まず自分自身から楽しみ、

時間通りにおわらせることが一度も出来なくて残念

それを周りに伝えていくことが必要不可欠である。

でした。だけど、皿を洗うスピードが速くなったか

しかし、1 年生は活動が中盤に差し掛かっても、心

らよかったです。

から楽しんでいるようにはあまり見えない。２、３

カラーチームをして出来なかったことは、フラッグ

年生も去年の悔しさが尾を引いていたように感じる。

の手技のキレを出すところでした。普段のセッショ

自分も少なからず、その中の 1 人ではなかったかと
8
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今思う。

せてくれたリーダーのように私はなりたい。
まだ 30

演技面では、ドラムの新曲が増え、演技をしてい

期は終わっていない。最後まで気を抜かずに、
「心か

て楽しかった、というのが率直な感想。しかし、練

ら笑って」卒業したい。そして、次は 31 期目のリ

習中にフラッグがミスを重ね、インストラクターの

ーダーとして、またみんなと笑い合いたい。

やる気を削いでしまい、その度に上班・隊付が頭を
下げているときには自分の力不足を痛感した。
「こう
なる前に自分たちが何かすべきなのに」と。そうし
て向かえた小机城址祭りとメモリアルパークの本番
であったが、2 回ともドラムの音とフラッグの動き
がずれてしまった。ものすごく悔しかった。このま
までは終りたくなかったその後はフラッグとドラム
のコンビネーションもうまくいき、カラーチームと
しての良い演技ができてきた。そして、ついに迎え
た 2 年振りのみなと祭。スタート地点から見える景

ぱみゅぱみゅ班

色は変わっていなかった。しかし、1 つ違って感じ

横浜地区横浜第１３３団 杉田 汐音

たことがある。観客の方々が送ってくださる声援だ。 「みなと祭りを終えて」
心なしか、2 年前よりも大きな気がした。それは自

今期も楽しかったり、辛かったり、いろいろな事

分たちに対する期待の表れなのか、それとも自分の

があったなーて思います。一つ一つの活動が全て濃

思い違いなのかはわからない。ただ、自分たちの演

かった気がしました。

技が期待されるに値するものだということだけは確

３０期カラーチーム、私は３年目としてスタート

信していた。自分の演技だけに精一杯になっていた

しましたが先パイとしてみんなを引っぱっていく力

1 年目の頃には無かった感情だ。こうして最後のみ

もなく、正直不安でいっぱいでした。次長として、

なと祭は終ったが、悲しさや寂しさは無く、むしろ

班長をサポートしていかなきゃなのに頼りっぱなし

喜びがあった。それは単に「終わって良かった」と

だし、セッションの面でも、パートリーダーとして

いうものではなく、
「最後のみなと祭をこの最高のメ

の役目を全然果たせないし。何してるんだろう、何

ンバーで迎えることができて良かった」といったも

でここにいるんだろうって思うことが多かったです。

のだった。

楽しかったはずのセッションも最初は全然楽しめま

今期は話し合い（反省会？）が多かった気がする。

せんでした。そんな中で、お風呂の時間とか自由時

その度に、先程書いた「楽しむこと」への不安は無

間、みんなと帰るときがとても楽しかったです。そ

くなっていった。中でも印象的なのは本番前日の話

れが楽しかったから、頑張れてた気がします。私が

し合いだ。そのとき私はこう言った。
「心から笑って

悩んでいた時、リーダーや隊付、同期がたくさん励

終わろう」と。みなと祭が終わったとき、笑ってい

ましてくれて私は私なりに自分の立ち位置を見つけ

ない人などいなかった。それもみんな心から笑って

たし、自信を持つことができて、感謝しきれないく

いたと思う。誰もが「本番は楽しい」という単純な、

らい感謝してます。ちゃんと見てくれている人がい

しかし極めて大切な気持ちを持っていたからだろう。 るってことがまた頑張れたのかなって思いました。
この 3 年間でカラーチームから多くのことを学ん

みなと祭りのリハーサルでは、もう立っているの

だ。そして、
「心から笑う」ことこそ、カラーチーム

が辛いほどつかれましたがそれ以上にパレードの楽

から、リーダーから、スカウトから学んだことの中

しさがありました。昨年は震災の影響でみなと祭り

で、最も心に残ったことだ。そういったことを学ば

がなくなってしまったので、私は２年ぶりでとても
9
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わくわくしていました。

一年はとても早いもので２９期はつい最近のよう

５月３日、前日の夜では楽しみすぎて眠れなくて

に感じてしまいなんだか色々と複雑な気持ちでした。

朝も早く目が覚めてしまいました。でもその日の天

二年生ということは後輩ができるので、ちゃんと

気は大雨でちょっと気が滅入りました。みなと祭り

先輩らしくできるかどうかものすごく心配でした。

は順延になって３日はセッションをして、打ち上げ

ぱみゅぱみゅ班の犬塚さんと颯人は自分よりも優

が前夜祭になりました。夕食がとっても豪華でとっ

秀かつ冷静で何事にもすぐに対応しテキパキやって

ても美味しかったです！リーダーが食事の用意をし

くれてすごくたすかりました！自分はこんな優秀な

ていたのがなんだか新鮮でおもしろかったです。い

後輩をもててすごくうれしかったです。

っぱい食べて、お腹ぱんぱんでした。打ち上げでは

最初のセッションでは去年と色々号令のしかたが

各班やリーダー、隊付のスタンツがどれもおもしろ

変わって覚えるのが大変でした。

か っ た で す。 で も 一番 は ぱ みゅ ぱ み ゅ班 で すね

バッテリーのセッションでは去年自分はマルチだ

っ！！はやく景品下さい。

ったので今年もやりたいな、と思っていたのですが、

４日、やっと本番です！！ついに来たってかんじ

インストに「輝はスネアだよ。」と言われた時、自分

でした。授与式、かっこいいチーリンと BD１番をた

は正直すごくくやしかったです。すげぇ悔しかった

くされました。正直、この時のことはあまり覚えて

よ。

いないんですけど段々緊張してきたのがわかりまし

しかし！スネアの練習をしていると、スティクの

た。パレードが始まってすぐの所で、同じ団の方々

持ち方や面の叩き方やリムショット、アクセントな

が大きな声で応援してくれていて、恥ずかしかった

どなど難かしくて苦戦しました。でも、それがスネ

のとうれしかったです。それ以外、もう無我夢中で

アを頑張ろうとしたきっかけにもなったし今ではよ

たたいていたので全然覚えてないです。ただ、やり

かったとは思ってます。

切った思いと肩と腕の痛さがありました。

本番に向けて練習をしていると、さまざまな不安

みなと祭り、とても楽しかった！30 期のみんな

がうかびあがりました。

大好きですっ！！

本当にこんなんで本番に出られるのか、このまま

＼ YOKOHAMA PRESPEX ３ ０ th お つ か れ さ ま

練習を続けていいのか、これから何回変更されるの

っ！！／

か、などとにかくたくさんありました。
メモリアルパークの本番は本当にひどかったと思
いました。
バッテリーは音があってなかったし、一回目の時、
＃２で終わりがバラバラに終わってしまい、グダッ
てしました。
だから、この悔しさをバネにみなと祭りでは、絶
対に成功させようと努力しました。
しかしリハーサルで体調を崩してしまったり、ワ
ッペンをつけまちがえたりと、カラーチーム全体の
士気を下げてしまい本当にもうしわけありませんで
ぱみゅぱみゅ班

した。

横浜地区横浜３５団 皆木 輝

みなと祭本番では、一時間半だれも欠けることな

「Fascinating PERSPEX」

く完走できて本当によかったです。すべてが完璧な

３０期が始まった。

演技、演奏ではなかったが、何よりも演奏している
10

th

Memories of 30 Yokohama PERSPEX

時の楽しさが凄く気持良くて一時間半があっという

す。

間にすぎてしまいました。

僕は今期はフラッグで参加しました。

閉会式ではあいにくの大雨でそのあとの胴上げも

二十九期ではドラムをやっていたのでフラッグは初

なくしまらない終わり方になってしまったので次の

心者でした、最初は基本動作を覚えるのがとても大

３０周年記念行事では悔いがのこらない演奏をした

変でしたけど動作が綺麗に出来た時には嬉しかった

いです。

です。そして演技はブルーフラッグ五番で後から見

最後に・・・３０期本当に楽しかったです！特に

ていたけど一つ一つの動作や手技が揃った時は本当

謝花、大久保、真斗、康太郎などなど、みんなの協

に綺麗で感動した事を覚えています。

力があってこそ自分は今日までやっていけたと思ま

生活面では僕は何だかんだで二年生として正直

す。本当にありがとう！来年もこんなメンバーに巡

色々と不安な所がありました。しっかりと三年生の

り会いたいです。

サポートは出来るか、一年生の皆と仲良く慣れるか。
色々ありましたが、結局僕は自分らしくいるしかあ
りませんでした。最初は一年生の皆から名前で呼ば
れていなかったけど合宿を重ねていくうちに僕の事
を名前で呼んでくれて覚えて貰ってその時僕は本当
にこの三十期カラーチームのチームの中に入れたの
かなと思っています。
三年生の皆さんのサポート出来ていましたか？
たぶんですけれど去年の皆さんみたいな素晴らしい
サポートは出来ていなかったと思っています。
二十九期からスカウトとして一緒なのに三十期の三
ぱみゅぱみゅ班

年年の皆さんはとてもかっこよく羨ましかったです、

横浜中央地区横浜第 61 団 鈴木 康太郎

そんな三年生の皆さんとみなと祭に出れて本当に良

『三十期カラーチーム二年目の自分』

かったです。

最初に今回の三十期カラーチーム本当に楽しかっ

最後に三十期カラーチームで貰ったワッペン、チ

たです。

ーフリング、記念品のパーカーを見るたびにきっと

僕は前期の二十九期カラーチームでは震災のためみ

この三十期カラーチームであった思い出を振り返る

なと祭が中止でした、だから僕は一年生みたいにみ

と思います。

なと祭については何も分かりませんでした。

あんなにも楽しいカラーチームに自分は居たんだな

みなと祭が始まる前のあの何とも言えない緊張感と

と、皆さんと一緒にカラーチームが出来て良かった

これから始まる自分達の演技を沢山の人が見てくれ

です。

る嬉しさそしてあっという間だった演技、楽しかっ

ありがとうございました。

た、本当に楽しかった。そして演技が終った後の寂
しい気持ち、今でも鮮明に覚えています。
僕の今期カラーチームの目標は二十九期カラーチ
ームではできなかったみなと祭を一生懸命に演技し
て誰よりも楽しむ事でした。
そしてあっという間だったこの一ヶ月間、僕は誰よ
りもこの第六十回みなと祭を楽しんだと思っていま
11
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あいつとこんなバカやって楽しかったなぁとか、あ
の人にこんなこと教わったなぁなんて。だから全力
で演技した。見てくれている人やお世話になった人
の期待を裏切ってはいけない、と思ったからだ。
結果的に全力を出したいい演技ができた。本当に
今までお疲れさまでした!三十周年式典も頑張りま
しょう。
ぱみゅぱみゅ班
横浜地区横浜第 95 団 村松 稜太

「カラーチーム三十期感想」
僕は一年間あけての参加だった。周りは三年目に
なっている、はっきり言ってその徴妙な立ち位置と
ブランクに悩まされたこともあった。だがしかしそ
んな事が気にならなくなるくらいに、カラーチーム
に参加することが楽しくて仕方がないという事を活
動の度に感じさせられた。
本当に不思議だと思う、カラーでできる仲間は学

ぱみゅぱみゅ班

校でできる友人とは何か違ったものがあると感じて

横浜地区横浜第 20 団 犬塚 碧唯

いる。一緒にフラッグやドラムの練習をして、楽し
く食事をとって、また練習をする。そうして夕食を
食べてからセッションが終わったら楽しい風呂が待

「はじめてのカラーチーム」
私は、カブ隊の頃から小机城址祭りで、カラーチ

っている。こういった流れの中に仲間との深い交流

ームの演技を頃見てきました。

があるからだろう。もちろん皆で一つの演技を作っ

20 団では、カラーチームを経験した方が良いとい

ていくというところが一番の理由だろう。

う考えがありカラーチームへの参加は私にとって

ドラムの音とフラッグの演技の息がぴったりな時

自然な流れでした。私がボーイ隊の時に参加した

は本当に演技をしていて楽しいと感じる最高の瞬間

15ＮＪで見た、先輩たちはすごく格好良く憧れを

だと思っている。同時に自分がカラーチームに所属

持っていました。

していてよかった、と思える瞬間だ。

30 期の 3 年目の先輩は 15ＮＪで演技をしていた

自分は元々東京連盟の人間で、横浜の祖母の家に

方々で、一緒にできることが嬉しく、楽しみでした。

遊びに行った時に、たまたまみなと祭を見に行く機

今年はカラーチームが 30 周年という記念の年に一

会があった。色々な団体がいる中でそこにカラーチ

年目として参加して、少しプレッシャーもありなが

ームももちろん出ていた。まさか神奈川に来てカラ

ら、一年目として初めてのことばかり最初はセレモ

ーチームに参加することは考えられなかっただろう。 ニー一つでも大変で、セッションは難しく、時間が
みなとの本番最中に頭にでてきた事がある、今ま

足りないくらい毎回の活動がバタバタしていて、3

でお世話になった人達の顔だ。なんせスカウトとし

月中の活動は正直あまり楽しくありませんでした。

て参加するのはこれで最後、もちろん出てきたのは

ですが、城址が終わってからは、毎回の活動が楽し

三十期でお世話になった方だけでなく、二十八期で

くなっていきました。

お世話になった方もだ。もう泣きそうになっていた、 隊付きはリーダーよりも近い立場で厳しくも楽し
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い雰囲気を作ってきださり、先輩たちはセッション
中に分からないことを教えてくれオフの時はすご
く面白く、楽しく過ごしていて、その雰囲気が私は
すごく好きでした。
メモリアルパークで＃４が新たに加わり２曲の演
技。
＃４は拍を取るのが難しく、カラーチームのサイク
ロイドと同じクロスラインや反射の足技がありす
ごく苦労しました。
みなと祭りまではの間 時間が過ぎるのがはやかっ

ぱみゅぱみゅ班

たです。

横浜地区第 125 団

大久保 颯斗

「練習を振り返って」

メモリアルパークが終わり、最初に言われた最終目
標のみなと祭り。

三月十七日の第一回合宿から約二ヶ月間の練習を

気合を再度入れなおして、セッションに望みました。 振り返り、先ず言えるのが、
「楽しかった」と「辛か
演技で「今、綺麗に揃っていた」といわれると嬉し

った」この二言に尽きます。

くて、もっとみんなで揃えようと思いながら、やっ

僕は原隊である横浜一二五団ベンチャースカウト

ていました。本番は雨で４日に延期、でも、みんな

隊で、
「必ず一度はカラーチームに所属しなければな

で本番に出る、出ないの話しをした時今までみんな

らない」というルールに従い、この第三十期カラー

で頑張てきたのにリーダーに「意識が低い 気合が

チーム隊へ入隊しました。

入っていない」と言われ 正直、悔しかった。

強制的に入隊させられてので、特に目的も無いま

みんなで話し合いをして出る、出ないを話したが意

までした。しかし、合宿を重ねるうちに、セッショ

志は「出たい」で一緒でした。

ンで先輩方の熱意に魅せられ、自分も一回一回のセ

こんな形でしたが私はより一つになれたと思いま

ッションを大切に、言われたことはすぐに改善する

した。

よう心がけました。

残念ながら打ち明けではなく前夜祭になりました

ですが、ドラム初心者の自分には、思うように手

が前夜祭ではリーダーが各班のスタンツに点数を

が動かず、苦悩しました。また、すぐに手首を痛め

つけ採点し順位を付けてくださいました。

てしまい、家出の練習を儘ならない状態だったので、

班でスタンツの練習中４班の中で一番面白いと言

なかなか上達できませんでした。

いながら練習をしていました。

小机城址祭り、メモリアルパークでの演技を経て、

みんなで盛り上がりすごく面白く、楽しかったです。 五月四日、順延となったみなと祭り当日となりまし
本番当日では山下公園に着いたら他の出演者の方

た。このパレードには出たくても出られない団体が

や席取りをしている方など沢山いて驚きました。

いると聞き、たとえ完璧でなくとも、一生懸命やり

パレード中はあっという間でした。

ました。

演技中は気持ちが良くて周りの歓声が聞こえて嬉

そしてパレード終了後、長い距離を歩いたので疲れ

しかったです。

もありますが、充実感、達成感がありました。今ま

終えて、ものすごく楽しかった。この一言です。

で努力してきた自分は辛いことばかりだと思ってい

来年は 16ＮＪ。15ＮＪで見た格好良い姿のカラー

ましたが、辛く、厳しい練習を乗り越えなくては、

チームとして参加をしたいと思います。

決してこのような気持ちになれなかったと思います。

ありがとうございました。

このカラーチームでは、努力の大切さを何より学
13
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んだと思っています。そして、来年も機会があれば

日本番。昨年は震災の為中止になってしまい出れな

是非カラーチームに参加したいです。

かったみなと祭に今年は出れて本当によかったです。

そして、また参加した際には、お世話になった先

パレードは一昨年以上に短く感じましたがとても楽

輩方、リーダー方に成長した姿をお見せできるよう

しく、沿道からの拍手は一昨年と同様すごく嬉しか

にして、戻ってきたいです。

ったです。

また、三十周年記念式典もあるので、教わった事

“やっぱりみなと祭でパレード出来るって楽しいな

を十分に発揮できるよう臨みたいです。

あ”と思える瞬間でした。
３０th カラーチームで私が学んだことは、まず３
年生として下級生に教える難しさです。１年生、２
年生にどうアドバイスをしたらいいのか、どう言え
ば聞いてもらえるか試行錯誤の連続でした。次に自
分自身の努力の仕方です。どんなに頑張っても傍か
ら見て頑張っている様に見えなければただの“つも
り”になってしまうことです。そしてもう１つ。ど
んなにキツかったり辛かったりしても、私はカラー
チームが大好きだということです！私によって良き
仲間が沢山いるこの YOKOHAMA

我ら希望の３０班
みなと地区横浜第６８団 梅崎 香

PERSPEX は誇り

です！！

「PRSPEX 30th」

最後に３０班のみんな、頼りない班長について来

みなと祭おつかれ様でした。雨で始まり、雨で終

てくれてありがとう。いつもサポートしてくれてあ

わる・・・合宿の日も雨が多かった３０th。思うこ

りがとう。とても良い班で楽しかったです！同期の

とも、大変だったことも、辛かったことも沢山あり、

３年生、リーダー方、沢山相談にのってくださりあ

しかしそれ以上に楽しくて沢山笑い合った３０th。

りがとうございました！！

とても楽しかったです。
正直私は、今期参加するか否かずっと迷っていま
した。昨年はあまり活動に参加出来ず周りの人達に
沢山の迷惑を掛けてしまい、自分自身でも中途半端
にしてしまったと思っていたからです。そして今年
は３年生で、勉強や学校の事などで余裕がなく両立
できるのか、また、もし班長になった場合、しっか
り班員を引っ張っていけるのかとても不安だったか
らです。
私は、初回合宿に遅れて参加しました。入るなり
「班長だからね！よろしく！」と任され、私はみん

我ら希望の３０班

なを引っ張れる自信もなく、無理だと思い、不安は

横浜地区横浜第７３団 鈴木 優太

増すばかりでした。しかし、リーダーの方々や同期

「みなと祭りを終えて」

の人達が話を沢山聞いてくれたり、相談にのってく

今回のみなと祭は自分にとって、とても印象に残る

れたりしたお蔭で班長として頑張れたと思います。

ものでした。それにはいくつかの理由があります。

５月３日、雨の為みなと祭は順延になり、５月４

第一に、ザ・横浜パレードが六十回目であり、カ
14
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ラーチームが三十期だったからです。パレードも参

た事、得た事など、全ての事をぶつけて、カラーチ

加する自分たちも記念すべき年であり、そんな年に

ームを知らない人に、これがカラーチームだ、自分

自分が参加できたということは、とてもすごいこと

の三年間だ、という思いを表現する場であったと思

だと思います。さらに、パレードの六十回に比べて

っています。なので、自にとっての最高の演技であ

カラーチームは三十期です。この事にはパレードは

り、印象に残ったのだと思います。

とても歴史が長いと感じさせてくれました。その理

第四に、自分がカブスカウト隊の隊旗集団のコマ

由としては、自分の団にはすごく昔のカラーチーム

ンダーだったからです。自分は本番のちょうど一週

を知っている人達がいて、そのことを考えるとザ・

間前に、体育の授業で小指を骨折してしまい、パレ

横浜パレードの歴史の長さが伝わってきます。そし

ードでフラッグを振れなくなってしまいました。リ

て黒のワッペンと黒のチーフリング、これは三十期

ーダーの方々には、その指ではフラッグを降らせる

という記念的期の印象をより強くしてくれます。

ことは出来ない、でもパレードは出してやる、と言

第二に、隊付きの方々もパレードに出れたからで

われました。自分は、怪我をしている人にフラッグ

す。昨年のパレードは震災により中止になってしま

を振らせるわけにはいかない、という事は理解して

いました。その時自分は、三年生は最後なのに、パ

いたし、パレードに出れると聞いたときは安心しま

レードに出れなくて残念だろうな、三年生と一緒に

した。しかし、納得は出来ませんでした。自分は、

パレードにでたかったな、と思っていました。演技

この程度ならフラッグぐらい振れる、という気持ち

をする機会がなくなってしまったわけではないです

が残っていました。そんな半端な気持ちでカブスカ

が、昨年の三年生の方々が、フラッグとして、ドラ

ウトの先頭に立ってはいけないと思い、どうしてい

ムとして、またコマンダーやドラムメジャー、旗手

いかわかりませんでした。色々なリーダーから言わ

として一緒にパレードに参加できたことはとてもう

れた事は理解していましたが、どうしていいか分か

れしかったし、印象にも残りました。

らずに、答えが出せないままでした。沢山の方々が

第三に、自分が三年生であり、最後のパレードに

自分の事を思ってくれていて、沢山の方々が自分の

なってしまうかもしれないからです。最後の演技と

為に泣いてくれていた、そう思っていました。しか

いうわけではないですが、多くのお客さんに見られ

し、隊長の涙を見たとき、自分は泣かせてしまった

る演技としては最後です。自分が今まで、カラーチ

という事に気付き、感情的になりすぎていた自分と

ームで学んで来た三年間、成長した三年間、楽しか

別れる事が出来ました。皆の言っていた、今の自分

った三年間を多くの一般の人にぶつける、最後の演

に出来る事を本当の意味で行う事がやっと出来まし

技でした。演技をするの体の一部だけではありませ

た。この時自分は、自分が流させてしまった涙の分、

ん。目線やつま先はもちろんのこと、肘や膝に背中、

パレードという舞台で償おうと思い、心良くコマン

動かない小指だって演技をしています。自分はそう

ダーを引き受ける事が出来ました。この事はやはり

いう気持ちで、自分の三年間をぶつけていきました。 印象に残っています。
さらに、この三年間でできた仲間がいます。三年間

最後に、くやしかったからです。カラーチーム三

一緒だった方々や今年初めて会った方々、
OB や OG

十期レッドフラッグ五番、ここが自分の居場所でし

の方々だって、自分達の為に協力してくれた仲間だ

た。

と思っています。共にパレードをする仲間達と過ご

カブ隊の先頭に立つことは理解もしていたし、誇り

した時間、それはとても大切なものであり、自分が

に思っていました。しかし、自分が本当にやりたか

カラーチームにいた証です。

った、そしてやれるはずだった場所がありました。

もちろんインストラクターの方やリーダーの方々も

やはり、それが出来なくなるというのは本当にくや

大切な仲間です。そんな仲間達と過ごした事、感じ

しい事です。自分が一番輝いていてほしいと思うの
15
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「初めてのパレード」

は、パレードの中でフラッグとドラムです。だった
ら少しでも皆の力になろうと、セッション中ポジシ

僕がカラーチームとしてみなと祭りにでるのはカ

ョンがいないところに代わりに入ったり、アドバイ

ブの時からの夢でした。楽器はボーイの時から憧れ

スしたり、体調が忘い子がいないか気にして見てみ

ているマルチになりました。なので 30 期の活動は

たり、とにかく全力でした。自分が皆のすばらしい

期待でいっぱいでしたスタートしました。今年こそ

演技を作ったんだ、と胸を張って言うためです。し

はみなと祭りのパレードに出れるのでセッションは

かし、集合するとき、フラッグドラムごとに指示を

とても楽しかったです。しかし本番が近づくと上手

出す時、そして本番の日に集合をかけられた時に集

くいかないこともあり不安が募りました。まず、
（他

った時、本当にくやしい思いをしました。パレード

の楽器も重いですが）マルチという楽器が僕にとっ

中に前の演技を見ている時、終わった後に皆で話し

ては予想以上に重くて肩と腰がとても辛いというこ

ているのを見ている時、くやしかったです。本番は

とです。最初はその重さに耐えられず、ちゃんとし

本当に楽しくて、気持ちがよかったです。でもそれ

た姿勢で立ってられなかったです。なので楽器を持

以上にくやしかったです。でもこのくやしかったみ

ってでの行進の練習は特に難しかったです。さらに

なと祭の思い出もいつか笑い話しになり、誰かに語

フラッグと合わせて練習のときは楽器を叩くことに

る日が来るのではないかと思っています。三十周年

精一杯の状態なのに、手以外のつま先を上げること

記念式典があるからいいじゃないか、という人もい

や縦横列を合わせることを意識するのは大変でした。

ると思います。しかしそこでは一般のお客さんの前

本番までの日にちが迫ってるいるのにこんな状態で

で披露することは出来ないです。それが代わりにな

大丈夫なのかとセッション中よく思いました。しか

るというわけにはいかないのです。このくやしさを

しみんなのみなと祭りに対する思いは強かったので

忘れることはないと思います。

順調に仕上がっていきました。みなと祭り本番、チ

以上の事から、今年のみなと祭りは印象に残って

クサクコールで気合を入れて始まりました。沿道警

いると思いました。そして、こんな印象に残るみな

備をやったことがあるので人がたくさんいるのは知

と祭を経験させてくれた、隊長、副長、インスト、

っていましたが、あれだけの人数に見られることは

上班、隊付き、スカウト、OB、OG、保護者、カブ

そうないことなので最初は緊張しました。それと長

隊、プラカードの二人、沿道警備の方々、その他の

い距離なので体力と集中力がもつかどうか心配でし

関係者の方々にこんな形ですがお礼を言いたいと思

た。でもパレードが始まったら自分が今できる最高

います。ありがとうございました。

の演技を見せてやるという思いが強かったので緊張
や不安はなく必死でした。パレードが終わって感じ
たのは達成感でした。多少のミスはありましたが、
今までやってきたことすべてを出し切っれたのでそ
う感じました。振り返って考えてみると小机城址が
終わってすぐに渡された♯4 は今までやった曲のレ
ベルをはるかに上回る曲なのに残り 2 週間という決
して簡単な状況ではなかったです。なのに僕らのバ
ッテリーはあそこまで仕上げることが出来たのです。
そう考えると自分たちに限界を決めちゃいけないん
だなとはじめて思いました。来年の 31 期や 16NJ

我ら希望の 30 班

に参加できたら、大きな目標を持って諦めずに僕た

横浜地区横浜第 58 団 蓑津 真斗

ちバッテリーの限界に挑みたいです。
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ます。そんな、あたりまえな事がなくなるから、泣
いたのだと思います。
パレードに参加は最後、U 字になるのも最後、努
られるのも最後、カラーチーム最後。思い出にしっ
かり残った３０期。最後はキレイにおわれたと思い
ます。その結果、なくという」行為をしてしまった
と思います。来年はどうするか決まっていませんが、
とりあえず今は自分の将来のために一生懸命努力し
ます。
我ら希望の３０班

ありがとうございました。

横浜地区横浜第７９団 渡邊 昂大

あっ！

シンバルは任せたよ！

「無題」
私は、あまり泣くことをしない人です。しかし、
私は３０期のカラーチームで泣いてしまいました。
初めは泣くとは少しも思っていませんでしたが。
今回なぜ私が泣いてしまったのか振り返ってみる
と、一番大きい理由は「最後」ということだと思い
ます。私は１年生の時から３年間ドラムパートのシ
ンバルを担当にさせてもらいました。その３年間で
たくさんの思い出と成長がありました。１年目では、
日本ジャンボリーに参加したのがとても思い出にな
り、夏休みも毎日練習に参加し自分も、やればでき

我ら希望の３０班

ると心から実感した年になりました。２年目は、自

横浜地区横浜第８団 有吉 百合子

分にも後輩ができてしっかりしなくてはと思った時、 「初めてのカラーチーム」
そして３年、３年目では自分たちが TOP！２年生の

私が横浜カラーチームに入った理由は１５NJ で見

頃以上に緊張感を持ち、取り組むべき年。そしてな

たカラーチームの演技を見たからです。今までボー

により、一番自分が楽しんだ年でした。

イスカウトをやっててカラーチームっていう存在は

シンバルは３年目。このシンバルを通しても成長

知ってたけど前まではそこまで興味がありませんで

を実感したことがあります。それは、身体的成長で

した。

す。今年初めて、パレードでシンバルを回す動作を

でも１５NJ でカラーチームの演技を見て私は感動

しましたが、一年生の時はそれが全く出来なかった

しました。何人もの人が彩やかな旗を曲に合わして

のです。自分も１６→１８になるにつれ筋肉もつき

演技をしている姿を見て私はあこがれをもちました。

勇ましくなったと思います。だから松井君！君すご

そして私も日本ジャンボリーでカラーチームに入っ

いよ。一年生の頃はシンバルを任された時すごいシ

て演技をしたいという夢ができました。

ョックだったけれど今では、３年間続けられた事に

そして今私はベンチャーになってカラーチームに

ほこりとプライドを持ち、そして感謝しています。

入りました。カラーチームの練習は聞いてたとおり

生活面では、夜遅くまで起きて夜リーダーに努ら

厳しかったです。一年目だったので何もかもが初め

れることも来年からはくなります。食事の準備もし

てで大変でしたけど先輩達やリーダー達が色々教え

なくなります。そしてなによりセッションなくなり

てくれたのでよかったです。最初は緊張していてあ
17
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まりみなさんとはなじめなかったんですけど合宿の

我ら希望の３０班

回数を重ねるたびにその心配はなくなり毎週の合宿

横浜地区横浜第３５団 岸 雄輝

「みなと祭りを終えて」

が楽しくなっていきました。
セッションは毎回何時間もするので大変でした。

みなと祭りも無事に終え、最後は全員笑顔で終わ

あと一年目なので技を覚えたり技の名前を覚えるの

り・・・と思いきや急に雨が降ってきてしまいまし

はとても苦労しました。でも毎週練習する度自分で

た。でも皆楽しく終えられたと思っています。

今

もだんだんうまくなっていくのが分かりもっとがん

までのカラーの活動はとても楽しかったです。

カ

ばろうと思えるようになりました。初めての本番の

ラーに入る前、年上のある人が「カラーは辛いよ」

小机城址祭はすごく緊張したけど演技をしていてと

と言っていました。カラーチーム活動中の様子を撮

ても楽しかったです。メモリアルパークもお母さん

影したビデオを見せてもらいましたが、とてもカラ

が見にきてくれて私をほめてくれました。みなと祭

ーに行く気にはなれませんでした。

はテレビに映るので今まで以上にセッションに取り

カラーに入ったときはとてもゆううつでした。

組みました。

かし、ラリーから始まり、どんどん活動をしていく

しょうがなく
し

みなと祭当日は残念ながら雨で次の日に延期にな

につれ、カラーが楽しく感じるようになりました。

りました。それと私はワッペンのつける位置をまち

初めてのセッションはとても辛かったです。心の中

がえてしまいました。たぶんそれは私がカラーで一

で「早く終わらねぇかなー」とか思いつつセッショ

番悔しいと思ったことだと思います。みなと祭りは

ンにのぞんでいました。でもポールを持ってセッシ

１時間１５分と聞いてそんなに演技できるかなと思

ョンしている時に楽しく感じてくるようになりまし

ったけどみなと祭りの最中は楽しかったのかとても

た。そして「本番で成功させたい」という目標を立

時間が早く感じあっというまで終ってしまったよう

てるようになりました。

に感じます。今まで仲間と協力して演技をすること

です。

がなかったのでこんなにも仲間と何かを作るという

よく分からなかったです。普通は三年生がお手本と

のが楽しいんだということが分かりました。そして

して動くと思っていましたが大間違いでした。一年

こんなにも何かを全力でがんばることなんてなかっ

生が働くことに意味があることを日に日に理解して

たのでこの数ヶ月間は私にとってとても充実してい

いきました。

たと思います。来年はいよいよ日本ジャンボリーな

たと思います。自分に足りないことや、色々な部分

ので来年もカラーチームに入るつもりなのでがんば

が自分の中では成長したと思っています。

本番はとても楽しかった

生活面では一年生ばかり働いていて、何か

自分はカラーチームに入って良かっ

ろうと思います。

我ら希望の３０班
横浜地区横浜第 125 団 謝花 知俊
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『充実したカラーチーム』
僕がカラーチームを初めて見たのは、カブの頃に
見た横浜パレードでした。その頃は、いつか自分も
こうなれるのかな、と、半ば不安でありましたが、
今となっては立派にやり遂げることができ、ほっと
しています。
約２ヶ月間、カラーチームの一員として練習、行
事に参加でき、この２ヶ月間で自分は以前よりも格
段に成長できたと思います。

僕らもきっと飛べる班

初めは右も左も分からずカラーチームへと来たけ

横浜地区横浜第 130 団 岡崎 麻美

「『チーム力』」

れど、カラーの一員として生活していくうちに、自
分がすべきことを覚えていきました。それは生活面

カラーチームは 30 周年をむかえ私は三年生にな

であっても、セッション、演奏面であっても共通で

った。今期カラーチームに参加するかかなり迷った。

す。生活面であれば仕事を見つけて行動する、演奏

活動にあまり参加できないことはカラーチームが始

面であれば自分が打つべき所できちんと打つことで

まる前からわかっていたし、ほかのメンバーに迷惑

す。

をかけてしまったり練習についていけるか不安だっ

僕がなぜドラムを選択したかと言うと、高校の選

た。最終的に私が 30 期カラーチームへの参加を決

択科目で音楽をとっていなかったので、こういう所

めた理由は、私はカラーチームが大好きで今回参加

で音楽をしておこうと思ったからです。最初は甘い

しなかったら公開すると思ったので参加を決意した。

考えで選んでしまったかと少々不安もありましたが、

活動が始まって土曜日の練習はほとんど出れず班

セッションや練習は楽しく、本番も楽しんで演奏が

員にはかなり迷惑をかけてしまった。班員をまとめ

できました。正直、BD は重く、疲れたけれど、そ

るどころか支えてもらうことの方が多ったと思う。

れだけやり遂げた時の達成感はとても大きかったで

最初は一年生とうまくコミュニケーションがとれず、

す。

チームなのに心がバラバラだった。小机城址はチー

高校入った初めの頃、学校では友達がなかなかで

ムとしてまとまり切れていない様子が諸に演技に出

きなかったけれど、休日、カラーに行くとみんな暖

てしまい、すごく悔しい思いをした。二回目の本番

かく接してくれて、本当に嬉しかったし、楽しかっ

だったメモリアルパークの演技は、全員で参加する

たです。一時期、部活との両立に苦労し、やめよう

ことができ、練習が少なかった割にかなりいい演技

とも思ったこともあったけれど、今では続けて良か

ができたと思う。またみなと祭りに向けての課題も

ったと思っています。

見つかった。私はメモリアルパークの演技が終わっ

今年は色々と注意されることが多かったけれど、

た後ぐらいからカラーチーム全体の意識が高まって

来年は２年生であるから、注意「される」側から注

いくのを感じた。

意「する」側へと変わらなければならないと思いま

みなと祭り当日は雨で順延になった上に遅刻・記

す。

章のミスが続発し、皆で本気で反省し意見をぶつけ

来年は大きなイベント、第十六回日本ジャンボリ

合った。私は何も話せなかったが、一人一人がカラ

ーがあるので、絶対に行って、良い経験を作り、楽

ーチームのことを真剣に考えていることをひしひし

しんでいきたいと思っています。

と感じた。もし順延になっていなかったら、ただ怒
られて演技が終わった後は楽しかったという気持ち
だけで終わっていただろう。本番当日のミスがあっ
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たからこそチームの絆が深まった。パレードは昨年

が持てたんだと思います。なので終わった後も、自

みなと祭りに参加できなかったので、リベンジとい

然に笑っていました。(たぶん)

う気持ちが強かった。パレード中はとにかく楽しか

家に帰って来た時、いくつかの疑問が生じました。

った。たくさんの人が私たちの演技を見て笑顔にな

３年間フラッグをやってきて、２年前よりも上手に

るのが嬉しかった。パレードが終わったとき 30 期

振れるようになったのか、カラーチームでの活動で、

カラーチームに参加してよかったと心から思った。

自分らしさを出せていたのか、気配り・目配りので

私はカラーチームで多くのことを学び、大切な仲間

きるスカウトになれたのか、などなど・・・。これ

ができた。30 期カラーチームに参加したことを誇

らのことは、少しは達成出来たのかもしれないし、

りに思い、また私たちのことを支えて下さった全て

まだまだなのかもしれません。少なくとも、上班・

の方に感謝したい。

隊付やリーダーに認めてもらい、自分のことを知ら
ない人が認めてくれれば最高だと思います。
来年のことは、まだ分からないけど、もし行ったと
すれば、隊付をやると思うので、気配り・目配りは
もっと大事になるので、視野を広くして頑張りたい
です。そして、後輩やリーダーに信頼されるスカウ
トになりたいです。

僕らもきっと飛べる班
横浜地区横浜第 58 団 蓑津 拓海

「3 年間の集大成！！」
今年のみなと祭、自分は心の底から楽しんで演技
をすることができました。思い返せば小学校５年生
の時、自分はカブ隊隊旗集団として、みなと祭に参
加しました。当時のカラーチームの演技を見た時、

僕らもきっと飛べる班

カッコイイと思ったし、ベンチャー隊に上進したら、

横浜地区横浜第 8 団 小野 哲志

「港祭りを終えて」

絶対カラーチームに入ろうと決めていました。
カラーチームは発足 30 周年、みなと祭は 60 回目

今期の横浜カラーチームのテーマは躍進だった。

で、こんな節目の年に３年目のスカウトとして参加

この三十期をふり返ると、私は様々な方面から成長

できたことは、本当に嬉しかったです。だから、本

し、躍進することが出来たのではないかと思う。

番の演技も、全力で悔いのない演技をしようと心に

今期で私は二年目となり、後輩が入ってきて、私

決めました。また、３年生として、自分のことだけ

たちは一年目に指示を出さねばならなくなった。た

ではなく、周りに気配り・目配りのできるスカウト

だでさえ三ツ沢の野活はあまり使ったことが無く分

になると、結隊式の時に誓いました。

からない事が多いのに、後輩の人達にものを教え、

本番当日、スタート地点に立った時の自分は、自信

指示を出さなければならなかったので、とても大変

に満ち溢れていました。やってやろうと言う気持ち

だった。さらに、一年目だった頃の感覚がぬけずに、

や、期待に応えようと言う思いがあったから、自信

つい働いてしまい、隊付きに指示を出すよう注意さ
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「できごと」

れることもあった。しかし、合宿を何度も経験する
うちに、三ツ沢でのルールやしなければいけない事

僕は、今期スカウトとしてカラーチームに行ける

等が分かってきたため、後輩に指示を出す余裕も生

のは最後になります。ですので、思う所が、たくさ

まれ、二年目として良く立回れるようになったと思

んあったと思います。普通ならみなと祭が３年目に

う。

とっては最後だったと思うと今の気持ちも少し違っ

演技面では、前回の二十九期が地震の影響により

たと思います。今の気持ちは、あっという間に終わ

港祭りが開催されなかったために、私たちはフロア

ってしまったと感じています。しかし、今期は 30

演技しか経験しておらず、パレード演技は勝手がわ

期ということで、30 周年記念が最後にあります。

からなくて大変だった。特に、パレード中ずっと動

もし今のまま 30 期が終わっていたら思い残しがあ

き続けているので歩間を正しく保つのが難しかった。 って、悶々としていたでしょう。なので、今期はま
また、私は集中力が無いため、一時間以上も続くパ

だ終わりではなくて、とっても良かったです。

レード演技が自分に出来るかどうかとても心配だっ

合宿では３年目として、１年目、２年目を引っ張っ

た。しかし、何度も練習するうちに、少しづつ列が

ていかなく、大変だと１回目の合宿で感じました。

そろうようになり、少し自信がついて来て、最後に

しかし、１年目の時から同期の仲間が多かったので

は練習が楽しくなった。そして、本番では、パレー

肩の荷は軽かったです。今期もスネアドラムをやり

ド演技のフロア演技とは違った楽しさを発見した。

ました。あと、パートリーダーとバッテリーリーダ

フロア演技では明確な終わりがあり、最後の決めポ

ーもやりました。正直な所バッテリーリーダーとし

ーズで観客の方々が一斉に拍手をしてくれるのがと

て僕は、全然動けていなかったです。みんなの事を

ても気持ち良かったが、パレード演技には後わりが

あまり考えてあげる事が出来ずに、２年目の子に注

なく、そのかわり見せ場のサイクロイドやクロスラ

意されてしまったり、３年目として、そして、バッ

イン、締めのキャスティング等を何度もくり返すた

テリーリーダーとして、やらなくてはいけない所が

め、その度に観客の方々から拍手や歓声が聞こえる

あったにもかかわらず最後ではまだないですが、付

事がとても嬉しくて気分が良かった。

いて来てくれて、ありがとうございました。

私は、来期のカラーチームでは三年目となる。今

生活の方では僕らもきっと飛べる班になり、班長で

期のカラーチームでは、二年目として、たくさんの

も、次長でもありませんでしたが、班のみんなを引

後輩を引っ張ってゆく三年目への躍進をすることが

っぱれたらいいなと思っていました。けれど結果を

出来たのではないかと思う。

言ってしまえば、あんまり引っぱる事は、出来なか
ったと思います。しかし、班長や次長のサポートに
まわる事は出来たので、そこだけは、良かったと思
っています。
小机城址祭りは、演技の完成度が低かったので、心
残りになっています。しかし過ぎてしまった事なの
で、今さらくよくよ嘆いていても何も変わりません。
そう思いながら、みなと祭までの練習をやりました。
この時にみんなの気持ちを聞いていたら、もっと良
い感じの練習が出来たと思います。
みなと祭ではこの前にやった、メモリアルパークで
僕らもきっと飛べる班

の本番の反省面を練習したり、30 周年記念がなか

横浜地区横浜第 20 団 合津 勝利

ったら最後の本番です。たくさんの思いがある本番
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なので緊張も少しはしてしまったと思います。力み

わってからしばらく体調が悪くて電話やメールで気

ながらスネアを叩いてしまい、終わった後、少しの

にかけて下さった方ありがとうございます。

間右手が痙攣していて使い物になりませんでした。

そしてやってきたみなと祭り本番。5 月 3 日はあ

本番の間、
「タン…タン…タンタン」をリムショット

いにくの雨でしたが自分たちの考えが言える場がで

で叩き、沿道警備の方にうるさいという顔で見られ

きたことは良かったと思います。5 月 4 日。今まで

てしまいました。

の練習の成果を発揮する場所。初めてのみなと祭り。

あとは、30 周年記念のみです。

3，８㎞を BD を叩きながら歩く。緊張と不安でいっ

ここまでの力を出し切って望みます。

ぱいでした。本番中はただひたすら必死で何も考え
ていませんでした。本番がおわってから急に雨が降
ってきてびっくりしましたが本番中じゃなくてよか
ったと思いました。
正直、みなと祭り本番前はカラーは３０期でやめ
ようと考えていました。でも本番後もう１度みなと
祭りに参加したいと思いました。みなと祭りまでに
たくさんの心配、迷惑をかけてしまいすいませんで
した。３０期最高♡

僕らもきっと飛べる班
横浜地区横浜第 20 団 伊藤 音々

「ⅩⅩⅩ」
みなと祭りまでの期間は個人的には本当に長く感
じました。
初回活動は前日らへんに来て焦りました。夜から
の参加で班もあまり分からず初回は終わりました。
何回か合宿を重ねてすぐに小机城址まつり。29 期
の時はフロアだけだったので初めてのパレードでし
た。BD を叩いてるときまわしが合ってて嬉しかっ

僕らもきっと飛べる班

たのを覚えています。フロアのときはハプニングが

横浜地区横浜第 95 団 鈴木 裕大

『カラーチーム活動をふりかえって』

ありびっくりしました。小机城址が終わってまたす
ぐにメモリアルパークがあり、その間にもう 1 曲増

僕がカラーチームに興味をもったのは 15NJ で

え、それが難しくて苦戦しました。メモリアルパー

した。以外から港パレードなどで活動していたのは

ク本番前日。急な体調不良でリーダーや上班・隊付

知っていたのですが、ジャンボリーでやっていたの

きに心配をかけてしまいました。メモリアルパーク

を見て、こんな舞台でもやるんだ！という驚きと同

本番当日は朝から参加し、現地に着いたときに倒れ

時にベンチャーに行ってやるならこんなふうになり

てしまい 2 回あった本番は 1 回しか出れずに BD の

たいと思いました。

人にはまわしとかあって大変だったと思います。で

その約一年後、ベンチャー隊に入りすぐ受験で休

もメモリアルパークで 1 回でも本番ができたことが

隊し、三月カラーチーム隊に入りました。最初のこ

本当によかったと思います。メモリアルパークが終

ろは、せっかくの休みがつぶれるなんでごめんだな
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どと思いながら活動に行っていました。でも、いざ

あいにくの雨で五月四日に延期になり宿舎へ。こ

活動にでてみると他団の人達ばかりでとても新鮮な

こで問題がおこりました。記章類の付け間違いでし

気持ちになり、楽しんでいました。三月は受験後と

た。それも十三人（そのうち二人は遅刻）とかなり

いうこともあり親と出かけることが多かったために

の人数にリーダーが怒り、四日は出るなというよう

活動にでれず、最初の本番小机城址まつりにはスカ

に言われ、大変なことになりました。十三人の中に

イブルーフラッグとしての参加になりました。あの

入っていた僕は、午前中の話し合いで改めてカラー

時は、フラッグの後ろでちゃんと活動にでていれ

への思いをきっかけからふりかえり話しました。他

ば･･･とくやしい思いでした。

の十二人もそれ以外の十六人と話し合い、リーダー

城址まつりのあった週から高校生活が始まりより

に思いを伝え出してもらえるようにたのみました。

一層いそがしくなった中、でれなかったくやしさか

するとリーダーは真剣に聞いてくれ許してくれまし

ら家での自主練が大切だと感じていきました。

た。午後は、セッションをして前夜祭という形にな

僕はドラムの BD4 番を担当させてもらっていま

ったキャンドルファイヤー（？）をやりました。僕

したが、とても BD4 番は難しく、活動中のセッシ

たちの班は、男女の衣装を逆にして劇のようなもの

ョン、中でも楽器を持ってやる練習は地獄でした。

をやりました。スカートをはいたのは初めてだった

そのころはまだ符面を覚えきれておらず、セッショ

のでとてもはずかしくにげたい気持ちでした。でも

ン中体力を持たせることが目標のようになっていま

終ってみるととても楽しかったです。その後は最後

した。

の就寝前の時間を楽しみ本番前夜は終りました。

第四回、第五回と合宿をかさねていく内に練習が

一日延期した港パレード本番。

楽しくなっていきました。合宿中の楽しみがこのこ

まだ体調がよくなかったのか任命式途中でくるしく

ろになって増えました。就寝前の時間です。体力も

なりしゃがみこんでしまいました。でも少し休むと

つき、つかれてすぐ寝ることが少なくなり、カラー

よくなり、その後のセッションも楽しく終れました。

でできた友達と話をしたりしました。

いよいよ本番。

ですがこの四回、五回で大きな課題がありました。
♯４という符面を覚えて、第六回活動、メモリアル

待機場所に向かい、あのテレビで見た港の道を歩
き初めました。

パークでの二回目の本番を向かえることでした。♯

ついにマークタイムマーチがかかり、横浜カラー

４は難しいうえに二週間と短かったためすごくつら

チームの演技が始まりました。始まってすぐに TVK

かったです。

のカメラがあり、うつっちゃうとあせってしまいま

なんやかんやで向えたメモリアルパークの本番。

した。でもその後は順調に歩き、イセザキモールに

やはり覚えきれていないところが多くボロボロでし

入ると道がせまくなり音が反響してきてますますテ

た。でもここで新たな課題が見つかったので港に向

ンションが上がり、ラストスパートまで突っ走りま

けて見直していきました。

した。ゴールに着いたとき、終った･･･と気がぬける

第七回を終え、第八回合宿。

思いでした。

第八回合宿は二泊三日とながかったのですが体調

その後セレモニーをして港パレードは終了。

をくずし、大事なカブとのリハーサルを終えすぐ帰

家に帰ると TVK を見ることになり見てみるとけ

宅しました。大事なときに体調をくずすなんて･･･

っこう後半のほう目立ってうつっていました。あせ

なんて思いましたができる範囲精一杯がんばりまし

っていたのがやっぱりだめだったか･･･と思いまし

た。

た。

そして向かえた最大の目標である港パレード本番

また機会があったら、横浜カラーチームに入りた

当日。

いです。
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いたのにリハーサルより時間は短く感じました。終
わったときは疲れていましたが、楽しかったのでま
た来年もやりたいと思いました。
まだあと少しだけどカラーチームの活動はあるし、
まだ本番が 1 回あるので、それに向けて練習をたく
さんし、ミスをなくしたいです。来年はジャンボリ
ーもあるのでぜひ来年もカラーチームをやりたいと
思います。

僕らもきっと飛べる班
横浜地区横浜第 125 団 松井 健人

「カラーチームの感想」
僕は 3 月中と 4 月の初めの方は全くカラーチームの
活動に出られませんでした。僕の団では 1 年目は強
制的にカラーチームをやるのですが、多分それがな
ければやらなかったかもしれないぐらい忙しかった
です。それまでカラーチームをあまりよく知らず
15NJ の時ぐらいしか見たことがありませんでした
が、それでもとてもかっこ良くて自分でもやってみ
たいと思っていました。しかし、さっきの通り引っ
越しなどで忙しかったのでなかなか出られませんで
した。
そして、ようやく 4 月になって出られるようになる
とみんなとの実力の差がすごくついていたのを知り、
これはまずいと思いました。みんなはもう 3 曲とも
楽譜を覚えていてほぼ完璧に演奏や演技をできてい
たのに僕は全く分からなかったからです。そこから
平日に自主練をしたり、先輩に教えてもらったりし
てようやく 4 月の中間あたりで譜面を覚えることが
できました。
もう 1 つ僕は問題があり貧血がよくおこることです。
長い時間練習しているとすぐに具合が悪くなってし
まい後半の練習は特にきつかったです。その時もリ
ーダーの方々が心配してくださったりして、がんば
らなきゃいけないと思いました。
本番は最初は緊張しましたが、歩いている内に楽し
くなってしまいました。リハーサルと同じくらい歩
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th

Memories of 30 Yokohama PERSPEX

無かった、少なくとも私はそう思うのだが、1 つ 1

Ⅲ．みなと祭り リーダー 感想文

つの事に必死になれるようになったと思う。スカウ
トのために、仲間のために、その思いが本番まで私
を後押ししてくれた様な気がする。不思議なもので
どんなに辛くとも何とか倒れずにいられたのだ。そ
うして今まで歩いてきた道を振り返ってみると、私
が今期、最も探していたものが見つかったような気
がする。それは「仲間」、その言葉に尽きると思う。
28 期の上班、陶山さんには「真面目さ」29 期、
村田さんには「熱意」そういった言葉の似合う彼

横浜地区第 133 団

上級班長

らを象徴する武器、の様なものがあったように思

増田 貴行

う。ならば、30 期上班、増田貴行の最大の武器

「上班として…」

は「仲間」であったと私は思う。

今改めて 30 期の節目としての感想文を書いてい

何にも出来ない、穴だらけで、仕事の意味を考

る訳だが私にはこのリーダーとしての、それも上班と えていなかった私を気長に、今も鍛え続けてくれ
して過ごし、歩んできた 2 ヶ月余りはまさに「光陰 ている先輩リーダー方。なにより頼りない私の背
矢の如し」濃密で、それでいて一瞬の月日だった。

中についてきてくれてみなと祭り本番を成功させ

私は今回、30 期の上班には自ら志願してなった。 てくれた後輩スカウト。そしてどんな言葉より、
上のリーダー陣や、下のスカウトからも私以外の人物 どんなものよりも私を支えてくれた 6 人の隊付。
を推挙する声が大きかったようではあるがあえて志 いつも奇抜なアイデアと何よりキャラを破壊して、
願した。理由としてはごく単純なもので自分なら出来 皆を楽しませてくれた新妻友太隊付、みなと祭り
る、という根拠も何もない自信の元に志願したのだ。 までの後半戦、色々な事故、問題で涙する私を慰
が、結果、というよりは今までの道程を振り返ってみ め続けてくれた渡邊美祐隊付、女子スカウトへの
ると目も当てられない惨状が私の脳裏には広がって 実働的な部分の大半を任せっきりにしてしまった
いてなんとも気恥ずかしい自信を持っていたものだ 杉野帆菜美隊付、データ管理、データ処理などパ
と今更ながらに思っている。

ソコンを使った活躍でカラーノートなどを作成し

上班となった最初の頃はとにかく次から次に舞い

てくれた植竹啓貴隊付、スカウトとの交流、フラ

込んでくる仕事をどう処理するべきなのか、という

ッグチームでの声出し、私がいない間の上班代理

部分ばかりが念頭にあって何の為に、何故行うのか、 など多方面に活躍してくれた皆木隼隊付、そして
といった「中身」が著しく欠落した「外見」ばかり

何より、今期もっとも長い時間を私と過ごし、多

の仕事をしていた。そうした仕事にはやはりぼろが

くの的確なアドバイス、多数の意見交換、そして

出るもので、カラーチームの今までの活動を見ても

最も頼りのさせて頂いた鈴木啓太隊付、こんな間

ひどいものであったと自覚している。しかしながら

抜けで、自信過剰な上班に付いてきてくれた、助

そんな中にも光はあるもので、皆木インストや土師

けを、アドバイスをくれた皆様には言葉に仕切れ

副長、中井副長をはじめとした先輩方がそんな自分

ない位の感謝でいっぱいで、月並みな台詞ではあ

本位だった自分に色々なことを教え、気付かせてく

るが本当にいい仲間を持ったと思っている。面と

れた。その中でも上班とはスカウトのためにある、

向かっての感謝だけでなく、気恥ずかしいがここ

このことを気付かせてくれたのが一番の転機であっ

に形としての感謝を残させていただく。

たと思う。そこから何かが具体的に変わった訳では

最後に、私事になってしまうかもしれないが残
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念だった事と良かった事を。みなと祭りで皆の生

の 1 つ 1 つを 1 から 10 まで説明してやる暇が無

の演技を少ししか見れなかったこと、それが今期

かったりと時間がないことを言い訳に、1 人 1 人の

最大の残念だった事、そしてその少しの中に輝く

スカウトを気遣ってやることができなかった。そん

ものを見せてくれた皆の前をコマンダーとして歩

な状態での途中 2 度の本番は、やっぱりうまくいか

かせてくれた事が今期最大の良かった事。だから、

なかった。

というのも変な話かも知れないが、スカウトの皆

小机城址祭りの時は、30 期初めての本番という

には自信の演技に誇りと、自信をもって欲しい。

こともあって拍がずれたり、演技を間違えたり歩間

皆はたかだか 2 ヶ月余りという少ない期間の中で

ちゃんととれてなかったり…と間違いが多くて満足

他の団体と遜色ない演技をした、それはとてもす

できた奴なんていなかっただろうし、メモリアルパ

ごい事でそれを可能とした自分たちに自信と誇り

ークの時はフラッグは角度とかの細かいところがあ

を。

ってなかったし、ドラムは俺はよくわかんないけど

そして今、私の胸に込上げる思いを胸に、最後

スカウト達に聞いてみたらなかなかひどかったらし

の本番 30 周年記念式典、引いては来年度 31 期

い。

カラーチームに向けて、更なる「躍進」を。

その度にリーダー方にめっちゃ怒られたり、みな
と祭りが近いのに演技もうまくいかなかったりした
時もたくさんあった。正直、途中でやめたくなった
奴もいるかもしれない。
でも、そんな中でみんな投げ出さずに良くついて
きてくれたと思う。5 月 3 日、本番は 1 日延気にな
っちゃったけど俺はあの時間があって本当に良かっ
たと思った。あれが無ければ 5 月 4 日の本番、あん
なにいい演技にはならなかった。本番終わった後は
疲れてるはずなのに、どっかに吹っ飛んでしまった。
隊付

まあ本番終わってすぐ後に雨降ってきたからそれで

横浜地区横浜第 35 団 皆木 隼

また疲れたけどね。

「30 期みなと祭りを終えて」

なんだかんだ言って隊付やってて楽しかった。あ

今年は○周年とかいうのが非常に多かった気がす

りがとう 30 期のメンバー。

る。

30 周年式典は今よりさらに躍進した姿を OBOG

カラーチーム 30 周年、ボーイスカウト 90 周年。

に見せてやろう。

あとみなと祭りも今年でちょうど 60 回だった。1
個あるだけでも十分だってのにそれが 3 つ。そんな
プレッシャーの中、隊付という役割を全うできるの
かと思った。正直なところ、最初は完全にナメてい
た。プレッシャーを感じつつも隊付は結構楽な仕事
だろうとか思っていた。それは大間違いだったね。
楽しんだり指導される立場と、楽しませたり指導す
る立場とでは全然違った。正直今でも今期のスカウ
ト達がちゃんと楽しめたのか不安に思ってしまう。
それに今期はやけに本番が多く、スカウト達に演技
26

th

Memories of 30 Yokohama PERSPEX

た。しかし、今までの仕事を熟しながらメジャーと
しての責務を果たせるか不安だった。そして、リハ
のあった第 9 回合宿でその不安が現実になった。特
に 3 日目のことは忘れる訳がない。もっとスカウト
たちのことを考えれば分かったはずなのに本番直前
に自分は何をしているんだ。みんなの様子が 1 番分
かるところにいたのに。活動が終わってからスカウ
トたちが本番の日に万全の体調で臨めることを願っ
隊付

た。そして本番当日。本番の出来、賞を取ることも

横浜中央地区横浜第 61 団 鈴木 啓太

大事だったけど誰一人欠けることなくみなと祭に参

「自分の中の隊付」

加してくれたことが僕は本当にうれしかった。

「僕が今期もカラーに参加する目的は？」これが

幸運にも今期はまだ活動がある。活動に参加した

参加する前に自分に問うたことだ。答えは様々あり

目的は達成できてはない。努力する余地があり、ス

どれも同じくらい大事なものだが強いて言えば「参

カウトたちの記憶に残る３０期にするために与えら

加スカウトたちを楽しませる」ってことだ。1 年目、

れたチャンス、今までの失敗、みなさんからのアド

2 年目の時に先輩方が僕たちに楽しい活動を提供し

バイスを最大限に生かしてこれからの活動に臨んで

てくれたように自分も今期の参加スカウトに楽しん

いく。そしたら、ぼくの理想とする隊付に近づける

でいただき、30 期カラーチームに参加して良かっ

のかも。

たと思わせたいと考えたためだ。スタッフへの参加

あと 1 ヶ月弱よろしくお願いします!

が遅れてしまったので、同い年のスタッフに追いつ
こうとやる気は十分だったがそう簡単にはいかなか
った。初回合宿が近づいているのに準備が進まずそ
のまま活動に突入、結果は散々で今でもやり直した
い。けれども、今までの上班・隊付の方々がいかに
スカウトたちのために努力をしてくださったのかを
身をもって知ることができた。また、来期の上班・
隊付はしっかり計画を練らないと大変なことになる
よ。そうなりそうなときはアドバイスしてあげるだ
ろうけど。話を戻すと、初回の反省を忘れずに今後
の活動に生かしていこうと気持ちを切り替え動いた
が、またしても難しかった。確かに以前よりも改善

隊付

していたが、量？が足りていなかった。スカウトと

横浜地区横浜第 73 団 杉野 帆菜美

接する時間は決まっているのに問題を一つずつ解決

「隊付きとしての３０期」

していては時間がいくらあっても足りないと思い、

カラーに入って 2 年目。

必死に考え、行動した。その甲斐あって、活動が充

スカウトとは違う立場になるのでどうなるのか楽し

実し自分でもある程度の手応えを感じてきた中での

みだった反面、経験的に自分が隊付やスタッフとし

メジャーへの任命。生活担当ゆえに上班・他の隊付

てやっていけるのか不安でしょうがなかったです。

よりもセッション中のスカウトとの交流が少なく若

実際活動が始まるにつれて準備不足や自分の不手際

干羨ましく思っていたこともあり、かなり嬉しかっ

でスカウトを何回か困らせてしまい「後 2 ヶ月やっ
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てけるのかな・・・」と自信をなくしていました。
全体を把握し、計画し、動かす。大変なこととはわ
かっていましたがここまで大変だと思わなかったの
で先代の上班隊付きの方々はすごいなと感動しまし
た。
みんなが出来て自分らが出来ないなんてしたくなか
ったので、始めは全然出来ていなかったと思います
が、注意されたところは改善するように努力し、全

隊付

体も出来る限りのことは把握しようと試みました。

横浜地区横浜第７３団 渡辺 美佑

「３０」

それがちゃんと出来ていたかどうかは分からないの
で出来ていたと信じます。

今回、わたしは隊付という立場を経験させて頂き

ドラムも、今期初めてだったのでスカウトに追いつ

ました。一言で言うと、大変、でした。

こうと必死に練習しました。

初めて隊付を経験しました。スカウトとスタッフ、

練習をサポートしていただいたり徹夜でやったりし

立場が異なって初めて、スカウトとの壁を感じまし

て、出来なかったところが出来るようになってくる

た。どこかですれ違って、分かり合えなくて、もや

とドラムが楽しくなってきて。
「去年出れなかったパ

もやしました。毎週の活動を嫌々ではなく、楽しん

レードを経験したい」という気持ちが強くなってい

でもらうために、スカウトのために、スカウトの思

きました。

うように、そう思えば思うほど気持ちがわからなく

しかし、みなとの直前までたくさん注意されて自分

なって、沢山スカウトに迷惑をかけて、その分沢山

が出ていいのかすごく悩みました。そして出来ない

リーダーに怒られました。

自分が情けなくて、悔しかったです。

初めてドラムを経験しました。やりたかったドラム

けれど、色んな人に励ましてもらい、なんとか立ち

に携わることが出来て、嬉しかったのは束の間、人

直ることができ、本番は自信をもって楽しく終わる

数の足りないマルチを任されたときは、初心者のわ

ことができました。

たしには荷が重くてつぶれてしまいそうでした。毎

リーダー方・インスト方のサポートはもちろん、上

日寝る時間を削って練習しました。段々と出来るよ

班や他の隊付達がいてくれたからここまでこれまし

うになるにつれて、楽しく叩けるようになって、し

た。

かしそれでも、完璧には出来なくて、ドラムの面白

そしてなにより、スカウトのみんながいてくれたか

さと深さとつらさを知りました。自分のことでいっ

ら頑張れました。

ぱいいっぱいで、周りにアドバイス出来なかったこ

30 期に参加できて、みんなとパレードに出ること

とは、もどかしかったです。反省点です。

が出来て、とても誇りに思います。みなさんありが

今期はみなと祭で初めて、幸せな気持ちになりまし

とうございました！

た。やってよかったと心から思いました。初心に帰

残りの日数頑張ろう！！

って、自分自身が、私たちが、楽しんで活動するこ
とが一番大切なことでした。
わたしは、一昨年カラー隊に参加したので、高校３
年生とは同期で、いつも隣でセッションに熱心な姿
を見てきました。今回、隊付としてカラー隊に入り
たいと思ったのは、正直他でもなく、震災の影響で
私たちが出来なかった、高校３年生の最後のみなと
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祭を成功させるためでした。しかし、結局本番直前

トだった時は他の人とその時の上班隊付の愚痴を良

までバラバラで、もうどうしようかと思い、また、

く言っていたのをとても恥ずかしく感じました。自

目的が果たせなくなってしまうような気がしてハラ

分たちがいざ上班隊付になると仕事の多さに圧倒さ

ハラしました。本当に直前まで心配で心配で仕方が

れました。自分たちで決めてスカウトを動かすとい

なかったです。その不安とは裏腹に、みなと祭本番

うことでその重圧に何度も仕事を放り出しそうにも

は、今までやったどのセッションより、素敵で、楽

なりました。3 月から今まで何とか仕事をやりきる

しくて、幸せで、一瞬でした。びっくりしました。

ことができてとてもよかったです。しかし、その仕

ありがとう、とひとりひとりに伝えたいと思いまし

事でスカウトに楽しんでもらえたかどうかがそこが

た。何より、皆が揃ったこと、皆で歩き切ったこと、

一番気になりました。多分自分だったら今までの 3

それがわたしは嬉しかったです。ひとりではきっと

年間ほど楽しめなかったと思います。そこが一番の

早々にリタイアしていたと思います。皆がいたから、 心残りです。次の 30 周年記念式典で楽しんでもら
最高のパレードが歩けました。

えるようにしたいです。

何度もくじけそうになって、何度もうじうじして、

そして、次に思った事が大学との両立の難しさで

何度も涙してしまいましたが、本来、わたしは結構

した。自分は大学を休むわけにはいかなかったため

強い精神の持ち主だということと、決して泣き虫で

事前会議とかにあまり出れませんでした。そのため、

はないことを、３０周年記念式典までに証明します。 他の上班隊付に自分の仕事をやらせてしまったりし
スカウト２９人、惜しい！と思いつつ始まった３０

てとても不甲斐無く思いました。このように今期で

期。土曜日は毎回のように雨だった３０期。チーフ

は自分の出来なさ加減を叩きつけられるような期に

リングとワッペンとパーカーが黒くていかつい３０

なりました。しかし、やってよかったとも思えるよ

期。

うな期でもありました。カラーチーム 30 周年、ボ

忘れません。

ーイスカウト 90 周年、みなとまつり 60 回目と大
きなイベントが盛りだくさんなとても充実している
期でした。そんな期に隊付として参加させていただ
きとても楽しく、心に残る期になりました。
最終的に今期は、一生の心に残りやってよかった
と心から思える期になったが、まだまだ改善できる
ところが多く、心残りも多い期になったと思います。
また来期も大学との兼ね合いがあるけれども参加で
きるようなら参加して今期の心残りを残さないよう
にしたいと思いました。
隊付
横浜地区横浜第１２５団 植竹 啓貴

「カラーチーム３０期での自分」
カラーチームに入って 4 年、今までと違い隊付だ
けど楽しんで頑張るぞと意気込みを入れて参加した
30 期でしたが、思っていたものと全然違うもので
した。
まず、最初に実感したことが、今までの上班隊付
がとても大変だったということです。今までスカウ
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わった。そしてようやく、自分が隊付として心から
そう思える目的というものが定まった。
「こいつら全員が笑って終われるような 30 期にし
たい！！」
僕はその為に自分に出来ること、自分にしか出来な
い目標を何個か掲げてそれからの活動に臨み、結果
としてそれを達成することが出来たのだと思う。こ
れは僕の今期の数少ない成果だ。
また、国旗を持ってパレードの先頭を歩いたみなと
隊付

祭り本番の最中、ドラムとフラッグの音を聴いてい

横浜地区横浜第 132 団 新妻 友太

たらなぜだか泣いてしまいそうになったことを未だ

「初めてのリーダー」

に鮮明に覚えている。そう、増田上班の涙もろさが

3 月上旬、遠田インストラクターからのお誘いの

うつってしまったのだった…。

電話に対して僕は断る気満々で構えていた。しかし

しかしもまあ僕は今期、ミスや不注意で先輩のイン

40 分間にも渡る激戦の末、僕は 30 期横浜カラー

スト方や同期の上班隊付のみんなには迷惑をかけて

チームへ入隊を決めた。正直言って初回活動が始ま

ばっかりで申し訳のない気持ちでいっぱいだった。

るまでは「まじリーダーなんてやらなきゃよかった

だからこそ 30 周年式典があることに心から感謝し

わまじで～ひぃ～」という気持ちでいっぱい。

たい…そこで卍解して見せます。

３年目のスカウトよりフラッグが下手で皆を纏める

それでも隊付として 30 期横浜カラーチームに参加

のも苦手、到底リーダーとしてやっていける自信な

出来て本当に良かったと思えるようになったのも本

んて無かったし大変だし疲れるし会議なんて面倒臭

番を終えたみんなの笑顔が見れたおかげ。毎週の合

いし寝れないし大学にも支障をきたしそうだしバイ

宿も超楽しかった。

トも先延ばしになってしまったし………もう最悪…

最高の仲間達へ、どうもありがとう。最後まで頑張

…一体何のためにこんなことをやっているんだろう。 ろうね！
そんな気持ちで始まってしまった第一回合宿。
集合場所である横浜公園に眠気と吐き気とともに到
着した僕が見たもの。それはもちろん 30 期として
これから一緒に活動していく仲間達の顔ぶれだった。
去年度に引き続いて参加した 2.3 年目の見慣れたス
カウト達と今年度初めての参加になる緊張した面持
の１年目のスカウト達。なにか彼らとの対面で胸に
熱く込み上げるものを感じた。
セッション中、あれだけ注意ばっかりされてきた俺
が教えてるよ…不思議！
些細なことなのかもしれないけどカラーノートの

インストラクター

「上班隊付への一言」に５人も俺のことを書いてく

横浜地区横浜第三団 土師 清二

「躍進」

れている…嬉しい！
嵐のような一泊二日を終えて、僕は自分がスカウト

今期のメインテーマの一つある常に躍進せんを胸

の頃には味わったことのないような感動の数々を味

にスタートしていきました。前期より若手スタッフ
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とともに用意をしてスカウトへ伝えて来たが結びこ

離は一定である。リーダーの仕事ぶりが高ければ普

の何年にない楽器のコンディションやテクニック向

通の人の仕事ぶりも高くなる。
」ドラッカーはこのよ

上、皆の頑張りが光り目標としていた賞獲得とはな

うに言っている。チームの基準はリーダーで決まる。

らなかったけどそれ以上にいろいろ与えてくれた気

いい加減な態度で取り組めば、組織全体がいい加減

がします。皆ありがとうこんな気持ちになったのは

になると。今期はどうだっただろうか、自分はどう

久しぶりですカラーチーム最高！

だっただろうか。完璧に仕事ができていたか。答え

30 周年、昨年のリベンジ等いろいろな節目とな

はＮＯだ。悔やんでいることが少なからずある。し

り一人一人の気持ちや目指す方向が例年より導き出

かし当然ながら、喜ばしいことも少なからずあった。

す事が難しく、チームとして一つすることに困惑で

私たち（インストラクター）はスカウトたちに演技

したまた活動に参加する事や体調・気持ちの変化等、 を指導する役目を与えられている。その中において
練習環境整備等は昨年の震災で一年空いたのは大き

自分はスカウトとのコミュニケーションに重点を置

くのし掛かり思いがけない事が多かったですがやは

いていた。自分から話しかける状況にするためには

り善き指導者の集まりと実感しました。本番が近づ

こちらがなにか恐ろしいものであると思わせてはい

くにつれスカウト自ら一つなろうとなり、前に進ん

けない、そう考えての行動だった。その行動の成果

で行く姿を観たときに何でこの力の存在を忘れて押

は、自己満足でしかないが、あったと思う。しかし、

し売りの指導を改めるきっかけとなり結果一つに成

演技の指導については欠点があった。それは自分が

ることが実感しました、前に進んで行く時に危険回

音楽に精通していない・教える立場になる機会がほ

避や近道ばかり考えると足元が見えなくなり思わぬ

とんどなかった、という点だ。教える上でどうして

事があることを実感しました、指導者として気持ち

も自分の経験した覚えやすい方法に縋ってしまい、

は高く、判断指示を出さなくてはならないが先行し

全員がわかる、ではなく一部の人がわかる教え方に

すぎ近づくどころか引いて接していたので本質を見

なってしまった。また、音楽に精通していないため

る事ができなかった事に実感しました。決して若さ

に楽譜を見ても細かい演技方法の指導は自分の上役

を忘れずにカラーチームの一員として信頼のおける

に頼ったままだった。以上の自己評価を見るかぎり、

兄貴インストラクターに慣れるよう頑張ります。

リーダーという役目は重荷だったのかもしれない。

今まで以上に多くの人に愛され活動続いて行く限り

それが自分の意思で参加表明したとしても、だ。

私も微力ながら共に歩みたいと思います。

では、今期カラーチームの一員として過ごしたこ
とは良かったのだろうか。答えはＹＥＳだ。自分が
合宿に参加している間、笑いや悲しみ等感情のない
日はなかったし、なにより自分が一番楽しんでいた
と思う。いまだにかつての演技を練習していること
から実感している。
「会議は原則でなく例外にしなけ
ればならない。皆が会議をしている組織は何事も成
しえない組織である。時間の四分の一以上が会議に
費やされているならば、組織構造に欠陥があると見
てよい。会議が時間の多くを要求するようになって

インストラクター

はならない。」ともドラッカーは言っている。自分は

横浜地区横浜第２０団 木村 篤史

話し合うよりも動き回ることで楽しむことができた。

「チームのリーダー」

スカウトたちも同様に自分の行動を楽しむことがで

「人の世界では、リーダーと普通の人たちとの距

きるように願っている。
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インストラクター

インストラクター

横浜地区横浜第 82 団 中尾 美句

横浜地区横浜第３５団 皆木 亮

「リーダー三年目として」

「本気」

私は今年でリーダー三年目、スカウトと同じ年数

今年は本気だった。今まで全力でやってなかった

リーダーをやることになった。一年目は隊付として、 というわけではないけど、今年は本気だった。去年
はじめてのリーダーとしてわからないことばかり。

と比べて僕の中での意識が違ったし、大きな危機感

スカウト一年目に戻った気分で、何も出来なかった。 があった。大学もサークルもバイトも頑張ってはい
そして去年は、先の大震災のおかげでカラーを純粋

るけどなにか違う、カラーだけは死にもの狂いで頑

に楽しむだけではいられず、迎えた今年。就活はあ

張っていたと思う。自分でも分からない、なぜこん

るものの 30 周年記念だし、何より去年の悔いを晴

なに本気なのか。この理由について活動が終わって

らしたい！という気持ちが強く、悩みつつも来るこ

考えてみた。それは多分「危機感」と「義務感」だ

とが出来て本当によかったと思う。

ったと思う。去年自分の力不足で迷惑をかけた分今

三年目として、何が成長したかといえば、僅かなる

年挽回しようという気持ちもあったが、自分がやら

裏方業務ばかりで、目に見えて変わっているものな

ないといけない、ほかにやる人がいない、常にこう

ど、少ないだろう。私がスカウト一年生だったとき

いう気持ちでやっていた、去年の上班がそうであっ

かっこいいなと憧れた、あのインストラクターをし

たように。この気持ちを持ってカラーに臨めたのは、

ている自分。現在の自分は、今のスカウトにとって

くしくも今年来れなかった人間のおかげだと思う。

憧れの存在になれているのだろうか？

しかし気持ちはあっても結果はそうそうついてこず、

答えは、スカウトにしかわからない、だが、裏にこ

怒られまくった。失敗の連続だったし、行き会った

もってばかりだとスカウトに顔すら覚えてもらえな

りばったりの計画もあった。怒られればすぐへこむ、

いだろうと思い、今年は積極的に前へ出てスカウト

それは今も変わらず、最初は何回もドロップアウト

と関わることにしてみた。

を考えた。しかし不思議なもので、尊敬してる人か

まだ、30 期は終わっていない。これから、最後ま

ら自分の努力を認めてもらえると失敗しても簡単に

でチームのため突っ走ることが出来るのが本当のリ

立ち直れた。それに、途中であきらめる・投げ出す

ーダーだと思っている。

ことは、今まで自分のために尽くしてくれた人たち

私は、今年は来年に悔いを持ち越さないよう、来年

に対する冒涜だと教わったこともあったしそれに感

は清々しい気持ちで参加出来るように残りのラスト

謝し、期待に応えるためには、失敗してクヨクヨし

スパート、頑張っていきたいと思っている。

てる場合じゃない。失敗しても次失敗しなければい
いじゃないか、次やるときは前よりも深く考えて臨
めばいい。そう考えるようになった。
カラーをやることによって成長できたか。という
質問があったら僕は自信を持ってはいと答えられる。
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自意識過剰だって思われると思うが、そう言える。

にこのような混乱は少なくなっていったと思います

少なくとも前よりはいろんなことを考えられるよう

が、それでも、まだまだ理想にはほど遠いです。こ

になったと思うし、物事の本質を見抜ける目と頭、

れからより一層、磨きをかけていきたいと思います。

もしくは見抜こうとする目と頭は養えたと思う。だ

セッションを振り返ってみると、インストが言う

けどまだまだ青く、考えが足りない。もっと人のこ

のもなんですが、素直に楽しかったと言えます。ア

と思いやる気持ちを養いたいと思う。また、気持ち

ットホームな感じといったら語弊がありますが、バ

だけではなく、行動で示せるようになりたいなと思

ッテリー内は例年以上に一つにまとまったと思いま

った。それができるようになればこのデリカシーの

す。カラーチーム全体が一つになったと感じるまで

ない性格もどうにかなるんじゃないかなと思った。

には時間がかかりましたが、最終的には「心を一つ
に」した演技が出来たのでは、と思います。フラッ
グに引けを取らない、ハイレベルのバッテリーを、
みなと祭に自信を持って送り出すことができました。
もちろん反省点・疑問点も多数あります。スカウト
の声にきちんと向き合えたのか？指導できるレベル
のドラム技術を持っていたのか？肝心なところで怒
ることはできたのか？などなど、挙げていったらき
りがありません……。反省点はこれから活かします。
私のセッション確立は来年に持ち越しですね…(笑)。
今は結果オーライ！とても楽しかったです！！ドラ
ム隊付に関しては、来年成果が見られるのではない

インストラクター

でしょうか！？

横浜地区横浜第７３団 佐藤 和悦

昂大→3 年間、よくシンバルを極めました！

「インストラクター1 年目！」

井君→よく追いついたね！

30 期、今期は私にとってリベンジの年でした。昨

松

合津→バッテリーを引

っ張ってくれてありがとう！ 大久保君→自宅練習

年の 29 期、隊付として参加はしたものの、三ツ沢野

の成果、発揮できてたよ！

活が使えない、みなと祭が中止になるなど、何とも

ルチどうするよ！？

物足りない終わりかたをしたからです。今期を始め

感動した！

るにあたって、私は 3 つの目標を立てました。演技

は驚かされたよ！ 汐音→BD を引っ張ってくれて

面では、ドラム演技のレベルを向上させ、フラッグ

ありがとう、自信を持って！ 音々→翼に教えてい

に引けを取らないようにし、みなと祭に送り出す。

る光景よかったよ！

生活面では、ドラム隊付になった隊付を、来年イン

ドラムの楽しさ伝わった？

ストができるレベルにまで技術面・指導面ともに上

って叩けてたよ！ 謝花→BD5 番お疲れ様、いいリ

げる。セッション面では、自分らしいセッションと

ズム・音だったよ！

は何かを考え、自分なりのセッションを確立する。

輝→来年はスネア・マ

帆菜美＆美佑→頑張ったね、

真斗→結隊式で誓った通り、みんなに

翼→三年目にしてようこそ、
裕大→後半、自信を持

啓太→OK！！

最後になりますが、支えてくださったスカウト・

以上の 3 つです。

上班・隊付のみんな、インスト・副長・隊長・アド

とはいうものの、活動最初のうちは、インストと

バイザーの皆様にお礼申し上げます。ありがとうご

して分からないことだらけで、周りのスタッフ・ス

ざいました。30 周年記念式典もよろしくお願いいた

カウトを混乱させてしまったと思います。私の未熟

します。

さを痛感した瞬間でした。合宿の回数を重ねるごと
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に関わり自分の仕事として一生懸命に取り組む姿は、
とても印象的でした。
わずか 3 回の合宿で臨む 4 月１日の小机城址祭、そ
の２週間後に快晴のもと演技した日本丸メモリアル
パークとそれぞれハプニングはいろいろありました
がとても少ない練習時間でよくぞここまでできるも
のだとインストたちの指導力に感心しました。
昨年の不幸な出来事により残念な思いをしたスカ
副長

ウトやリーダーたちも数多くおりリベンジに燃える

横浜地区横浜第１9 団 小柳出 勤

姿は伝わってくるのですが何となくかみ合わずパレ

「初めてのカラーチーム」

ード前日まで葛藤が渦巻いていましたがいざ本番、５

カラーチームのパレードを初めて見たのは、今から 月４日のパレードはとても見ごたえのある立派な演
約 30 数年前の 5 月 3 日だったと記憶しています。 技でした。
当時私は、横浜地区の広報委員として地区行事の取材 これぞカラーチームの歴史と伝統、もう何も言うこと
にあちこち出かけておりました。

はありません。

みなと祭国際仮装行列には沿道警備の奉仕の取材と 今年も感動をありがとうございました。
して以前より写真撮影と記事を書いていましたが当 まだ３０周年記念行事がありますが、今後もカラーチ
時のシニアスカウトがカラフルなフラッグを振り行 ームの一員として記録を続けて行くと同時に新たな
進する姿は、とても誇らしく思えました。

歴史を作って行きたいと思います。よろしくお願いし

それから約 30 年、毎年カラーチームの取材にお邪魔 ます。
し写真を撮り、ビデオを撮影し DVD として作品を制
作してきました。
ここ 3 年ほど原隊でベンチャー隊に関わるようにな
りスカウトもカラーチームお世話になっていること
から自分ももう少しカラーチームに積極的に関われ
ないかと思っていました。
今回、副長としてカラーチームに参加することになり
感慨深いものがありました。
さて、いざ活動が始まって見ると土日の合宿以外に
平日の会議と絶え間なく回ってくるメールに戸惑い

副長

を感じ自分の生活ペースとのズレや原隊活動との調
整にとても苦労しました。
その中で自分にしかできない事を見つけどうにか少
しはお役に立てたかなと思います。

横浜地区横浜第５８団 蓑津 裕子

「率直に」
カラーチームといえば、カッコイイ!!凛々しい!!颯
爽!!力強い!!勇ましい!!美しい!?

また今まで知らなかった部分が多くあり、外で見るの そして元気!!私にとって憧れのカラーチーム。今期は、
と中でやるのがこんなに違うものかととても驚きま 副長として携わることになり、
「嬉しい、毎回生で見
た感心しました。

れる!!」と浮ついた気持ち少し…いや、私に出来る？

それは、自分よりはるかに若い（自分の子供より若年 不安と心配の中、右も左もわからないままスタート。
の）上班・隊付、インストたちが非常に熱心に隊運営 まずは、毎週行なわれる会議から。みなさん、パソ
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コン相手にカチカチ操作。私は、送られて来た資料
を毎回プリントしては、ファイル。ページを行った
り来たり、ちょっと取り残された感じ。パソコン出
来ないので、仕方ない。とにかく会議についていく
事で精一杯。生活、演技指導、等々話し合う内容盛
りだくさん。難しい話が続き重苦しい空気になって
も、ちょっとふざけて周りを笑わせ、場を和ませる
リーダー。猫被っている私は、笑いを堪えるも失笑。
大変な会議も時には楽しく、リーダー陣の ON と OFF

副長

の切り替えの速さと言ったら『俊敏』そしてインス

横浜地区横浜第 79 団 中井 佑亮

「成長の場としてのカラーチーム」

ト勢の準備の早さ、行動力に『脱帽』上班隊付のみ
なさんのスカウトやリーダーの見えないところでの

今年で 30 期を迎えたカラーチーム、思えば私が

努力。そして大学では勉強『偉い』会議に費やす時

カラーチームに所属したのは 21 期でした。本格的

間と言ったら、リーダーも『大変』まさに縁の下の

にカラーチームにかかわり始めたのは 24 期にカラ

力持ちって感じ。

ーチームリーダー1 年目として上班を担ってからで

そんな中、合宿が始まりスカウト達が続々登場、
最初の印象は「みんな元気ないな」

す。大学 1 年生としてカラーチームのリーダーにな

雨の中、ラリ

って以来、カラーチームを通して沢山の成長の場を

ーでテンション下がったせい？それでも、元気良く

与えていただいてきたと思います。リーダーとして

大きな声で挨拶して欲しかった…正直な感想。その

スカウトを引率する経験、カラーチーム活動を通し

後のセッション中のスカウト達の様子は、真剣その

ての企画・計画・実行を繰り返す経験、参加スカウ

もの、やる気スイッチ入った感じ『素敵』休んで演

トをいかにして成長させるか考える経験、自分を表

技が遅れているスカウトへ親身に指導する先輩スカ

現する経験など･･･本当に数え切れない程の貴重な

ウト、その姿に『感動』スカウト同士が支えあい、

経験をさせてもらったと思います。

その周りを支えるリーダー、努力を惜しまない姿は

今期から私は副長としてカラーチームにかかわる

『美しい』さらに OB の方々の顔出し頻度の多さ、

ことになりました。カラーチームにとって副長にな

毎回の差し入れ、心配で仕方ない『親心』それに、

るということは、スタッフをまとめ隊運営の責任を

食事奉仕に来ていただいた保護者の方々と各団リー

負うということを意味します。加えて今期から長年

ダーの方々、無理難題な材料を美味しい料理に大変

副長として参加していた方々が退任されました。そ

身!?『感謝』

れは新しいカラーチームとして生まれ変わるととも

そしてついに、みなとまつり本番。みんなカッコ

に、私にとってはカラーチームの存続という大きな

イイ!!練習の成果を思い切り出して。 素晴らしかっ

責任を負うということでした。

た!!３０期のみんな『最高』改めて思うと、たくさん

そんな私が 30 期カラーチームを運営していく上

の人に支えられているカラーチーム、常に『躍進』

で一番意識したこと、それはカラーチームに関わる

していますね。

すべての人にとって、カラーチームが成長の場であ
ること。それが 6 年間カラーチームのリーダーを続
けた私が考える、カラーチームの存在意義だからで
す。特に私の役職の特性上、スカウトと直接のかか
わりは少ないので、スタッフの成長を意識しました。
スカウトをいかに成長させるかを考えることでスタ
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ッフの成長につながる、そう思います。そしてスタ

動は大きく、とても不安でした。代わりになる柱な

ッフの成長は次代のカラーチームを担う力になって

んてものは存在しません。

くれると思っています。私を育ててくれた先輩方に

それは、人それぞれ違う性質の関わり方でカラーチ

していただいたよう、時に厳しく、時に馬鹿になり、

ームを支えているからだと俺は思います。

可能な限り同じ苦労を共有しながら寄り添って臨ん

PERSPEX の最初の P ですね。Personality、個性･

だつもりですが、その結果はきっと 5 年後 10 年後

人間性。

のカラーチームに表れてくるものでしょう。

ある時「お前にしかできないことをやってほしい」

人間的な成長は人間的な関わりの中でしか育まれ

的な事を先輩に言われました。今思い返してみて、

ないものと私は思います。その意味でカラーチーム

それが出来ていたかと言われると、きっと出来てい

が大きな人間的成長の場であると信じています。そ

ない。自分自身俺にしか出来ない事が未だにわかり

れは自分ではない誰かの成長を強く願って行われて

ません。周りの皆はこんな俺に何を望んでいるのだ

いる活動であり、それを楽しむ集団であるからに他

ろうか？いつも思っていました。何回も迷走しまし

なりません。そんなカラーチームがこれからも温か

た。悔やみました。

い支援に支えられ、参加するすべての者の熱意と感

でも、俺は渡辺直人なんで俺のやりたいようにやる

謝をもって連綿と受け継がれ、さらに飛躍していけ

だけです。ちょっとぶれる時もあったが自分の信念

ることを願ってやみません。

に基づくのみ。そーゆーところが俺なのかもしれな
いね。
ただ、ゴリ押しだけでいくのは唯の我侭になる。時
には引くことも大事。クソガキだった俺が学んだ一
つだ。
今の子達やこれからの子達に伝えたい。何か譲れな
いものを一個でもいいから持て、と。
何だっていい。勉強、スポーツ、趣味、自分自身の
性格、ゲームでもアニメでもなんだってかまわねー。
人に流されるな。自分を持て。ってね。
俺は俺を誰にも譲らねーよ。俺であることに誇りを
副長

横浜地区横浜 125 団

持ってるからね。

渡辺 直人

「躍進」

｢自信｣「自覚」
「誇り」これに加えて「信念」を持っ

20 期に初めてカラーチームに参加してからもう

てお互いにこれからも成長していこうぜ。

10 年経ちました。厳しく指導されまくってた昔と

以上。

は違い、俺を厳しく指導してくれる人はもういませ
ん。その代わりに周りはかわいい後輩だらけです。

ちなみにすっごい可愛いくて性格も好みの子が俺を

いじくって楽しむのには最適です。きっと皆大変だ

曲げようとしてきて、俺も相手も曲がらない場合は

ったでしょう。上の方に立ってるのが俺みたいな奴

一番平和的な解決策を打ち出す事に専念します(笑)

で。先に言っとくね、本当にみんなお疲れさんでし

鳴かぬなら

た。
さて、今期になり今までカラーチームの活動を支
えていた大きな支柱が二つなくなりました。その反
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長のせいだと、弱気に落ち込む日々。
しかし献身的な指導スタッフと、それを支えるインスト
達の意気込みもあり、無駄口叩く暇などないことが伝わ
ってきました。

スカウト達も徐々に気持ちを表わし、

気合も乗って、 あまりの熱心さに直前合宿で熱中症に
よりバタバタと休む状況に、止む無く、史上初めての＜
練習中止・帰宅休養指示＞。 またも悪夢の欠場の事態
かと呆然でした。
みなと祭り本番を迎えた３日、何と朝から豪雨注意報。
翌日に順延の連絡が良い休養となったせいか、翌４日の

隊長

本番演技は見違えるほど見事な出来映えでした。

横浜地区横浜第１３３団 生嶋 光則

つくづく３０期の不思議さに感心し、自分で思う不運

『カラーチーム３０期に思う。「リベンジ」

さを振り払ってくれたスカウト・スタッフ達、皆さんに

「颯爽」「躍進」』

頭の下がる思いでした。

私の「リベンジ」は完結し

「リベンジ」の言葉には私の特別な思いがあります。 たと思います。
２００９年．カラーチーム２７期の朝霧高原での１２

KC・神奈川キャンポリー。

発足３０周年記念行事を迎えるにあたり、スカウト

8 月１～６日の予定で の原隊活動は全ての基本ですが、横浜地区カラーチー

したが、新型インフルエンザ発症での本番演技無しの ムへの活動参加にも集まった同世代同志、個々の違っ
大会からの途中リタイア。 スカウト・リーダー共に た芽を伸ばし合う自由闊達な雰囲気と伝統がありま
非常に悔しい思いで、会場から撤退と自宅待機でした。す。 保護者を含めた関係者の皆さまのご支援・ご協
2010 年．
「リベンジ」の思いで、みなと祭りに参加。 力を戴きながら、清廉な若い誇り集団を育て、続けて
また、夏には１５NJ で朝霧高原に「颯爽」と登場し 頂きたいと思います。
全国のスカウトから大喝采を頂き、ヤッタぜ～！！の

ありがとうカラーチーム

「 YOKOHAMA

思いを得られました。 2011 年．３月１１日の東北 PERSPEX」は躍進するスカウトです。
大震災により、やむなく直前の大会中止（みなと祭り
本番無し）それでも代替に幾つかの演技発表の場を頂
きましたが、スカウトと共に悔しい思いは残りました。
そして２０１２年。「躍進」の年。カラーチーム正
式発足から３０周年を迎え、多くのの OB・OG の方々
と共に「規律と調和」の歴史と伝統を支える絆。輝く
未来へと繋ぐ若いチカラ。 結隊式に臨み、今年こそ
は！との思いをスタッフ一同が持っていました。
活動開始してみると、やはり何かが違う、意気込みが伝
わってこない、何故だろうと思う日々でした。 前年の
悪い夢が醒めないのかと３年目の隊長として私なり悩
みました。 また、追い討ちを掛けるように練習環境の
悪化（合宿練習場所の確保の困難や騒音だ！との苦情
等）
など、スカウト・スタッフには申し訳ないが、不運な隊
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