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世界一を目指して建設中の
東京スカイツリー
世界を目指そう！

葛飾第２団
2011年2月20日 友団合同Ｂ－Ｐ祭にて

発団３０周年記念誌を飾ったハーブ橋
発団３０周年の時に完成しました。

そして５０周年に合わせて
東京スカイツリーの完成です。
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葛飾第２団 略歴
◆初年度登録 昭和３６年１２月５日
東京第１８６団 少年隊が加盟承認される
（少年隊は、現ボーイスカウト隊）

◆東京第１８６団 年少隊発足 昭和３７年 ４月 １日
（年少隊は、現カブスカウト隊）

◆東京第１８６団 年長隊発足 昭和４２年 ４月 １日
（年長隊は、シニアスカウト隊を経て現ベンチャースカウト隊）

◆東京第１８６団より葛飾第２団に変更 昭和５３年４月

◆葛飾第２団 ビーバー隊発足 昭和６１年 ４月 １日

◆葛飾第２団 ローバー隊発足 平成１２年 ４月 １日

◆発団４５周年記念式典 平成１８年 ９月１０日

◆発団５０周年記念バスハイク 平成２２年 ９月 ５日

◆発団５０周年記念集会 平成２２年１２月１２日

◆発団５０周年記念新年団集会 平成２３年 １月 ９日

◆発団５０周年記念Ｂ－Ｐ祭 平成２３年 ２月２０日

◆発団５０周年記念キャンプ 平成２３年 ８月１１日
ｉｎ 乗鞍青少年交流の家 ～１５日

◆発団５０周年記念式典 平成２３年 ９月 ４日

－ １ －



「葛飾第２団の５０周年を慶祝」

東京連盟 理事長 小 町 國 市

昭和３６年に旧東京１８６団として発団した

葛飾第２団が、５０周年を迎えられましたことを

心から御祝申し上げます。

５０年という年輪は、その歳月の重みと同時に、

幾多の先人のみなさまが、ご苦労を分かちあい

ながら、団の存続に寄与されてきたという歴史でもあります。

現在の葛飾第２団は、城東地区における優良団のひとつに数えられ、

地域においても社会教育団体の雄として多くの区民の皆様に認められて

いるとお聞きいたしております。

入江生夫育成会長並びに渡辺秀一団委員長のリーダーシップはもとより、

加盟員の指導者、スカウトのみなさんが、一丸となってスカウティングに

精進されていることに誇りをいただいています。活動のひとつには、国際

交流の台湾スカウトとの友好関係も特筆されます。アジア・太平洋地域の

中で、政治的な面での日台には微妙な面がありますが、葛飾第２団は民間

外交の舞台でも、未来を背負う若き青少年の交流を主軸として活動されて

いることに敬意を表する次第です。

折りしも２０１２年は、日本連盟の結成９０周年に当たります。

１６ＮＪ、２０１５年の世界ジャンボリーの開催などと、スカウト活動は

果てしない広がりを展開して参ります。

葛飾第２団のスカウトのみなさん、指導者のみなさんが、この広がりを

支え、参加し、スカウトの感動の場の担い手となってくださるよう期待を

いたします。

結びに、葛飾第２団の益々のご発展を祈念し祝辞といたします。

弥栄

－ ２ －



発団５０周年を祝して

葛飾区長 青木克德

日本ボーイスカウト東京連盟城東地区葛飾第２団の

発団５０周年、誠におめでとうございます。心から

お祝いを申し上げます。

貴団は、四つ木地区周辺の少年たちが中心となり

スカウト活動を始めたことがきっかけに、昭和３６年

１２月に東京第１８６団として発団されたと伺いました。

以来、５０年の永きに亘り、青少年の健全育成はもとより、ボランテ

ィアへの参加等、積極的に活動してこられました。入江育成会長さん並

びに渡辺団委員長さんをはじめ、歴代の役員・指導者、全てのスカウト

の皆様方の熱意とご努力に心から敬意を表します。

皆様方の活動は、子どもたちが様々な集団活動を通じて幅広い世代の

方々と交流できるとともに、人として最も大切な「他者への思いやり」

や、社会性などを学ぶ、大変、貴重な場です。 また、各年代に分かれ

「ちかいとおきて」を実践しながら、自ら考え行動するスカウト活動は、

「より良い社会人」の育成に大変に効果があります。

私は、この葛飾を全ての世代の方々が、夢と希望そして誇りを持って

暮らせる住みよいふるさとに創りあげてまいりたいと考えておりますが、

皆様方のいきいきとした姿は、私の進めるふるさとづくりに大きな力を

与えてくれます。

子どもたちは、これからの葛飾区を担う、地域の宝です。指導者の皆

様にはこれからも自立心を持った、健全な青少年の育成をお願い申し上

げます。また、現在活動している隊員の皆さんには、多くの方々と仲間

になり、活動の場を広げ新たな一歩を踏み出してください。そして、大

人になった時には、その経験を胸に、葛飾区を「誇れるふるさと」にし

ていってください。

結びに、「葛飾第２団」が、今後とも、輝かしい歴史を歩み続けられ

ますことを、心からご祈念いたしまして、私のお祝いの言葉といたしま

す。

－ ３ －



１９６１年（昭和３６年）６月頃より、縁のあった中央区の東京第５４団の
ご協力により、四ツ木地区周辺の少年を中心にスカウト活動を始めました。
同年１２月に、東京第１８６団ＢＳ隊として加盟承認されました。
以降、１２月を発団の記念日とし、毎年「発団記念集会」と称して団全体で
集会を行っております。当集会には友団の皆様も参加して頂いております。
１９６２年（昭和３７年）年少隊発足（現在のカブスカウト隊）
１９６７年（昭和４２年）年長隊発足（現在のベンチャー隊）

発団当時、四ツ木周辺をパレードし
スカウト運動をアピール（S36.12)

←当時の少年隊（ボーイ隊）の制服
左手は、現在ベンチャー隊長の東平さん

CS隊夏期キャンプ（S43年）

総武地区

キャンポリー

への参加

（S40.8)

発団から１０年（１９６１年～１９７０年）

総武地区キャンポリー時に
銚子駅よりパレード

長野県 野沢温泉

－ ４ －



団大運動会（S48年）これが発団記念集会へ発展 夏期キャンプ（S49年）

BS隊春キャンプ（S51年）奥多摩 夏期キャンプ（S5１年）筑波湯袋

地区キャンポリー（S52年）山中野営場 東京キャンポリーへ参加

BS隊冬山登山（S54年）

発団２０周年記念式典（S55年）

発団１１年目～１０年（１９７１年～１９８０年）

長野県まほろば

伊豆ヶ岳

－ ５ －



1986年（S61年）ビーバー隊発足
現入江育成会長と現遠藤担当コミ 白髭神社庭燎奉仕（S５９年）

共同募金の様子（S58年） 夏期キャンプ（S56年）

発団２１年目～１０年（１９８１年～１９９０年）

立石駅前

筑波湯袋

上越国際スキー場

富士スカウト誕生（Ｓ６３年）
スカウト：現RS隊長岩本さん
当時SS隊長東平さん

シニア隊スキーキャンプ（Ｓ６０年）

夏期キャンプ
（Ｓ６１年）西沢渓谷

地区３５周年キャンポリー
（Ｈ１年）三宅島

－ ６ －



イギリスよりホームスティ・・楽しい交流（H３年） 夏期キャンプ（H6年）

夏期キャンプ（H5年）茨城県やすらぎの里公園

全国植樹祭（H８年）夢の島

山中野営場（H12年）
職場見学（H11年）羽田空港

発団３１年目～１０年（１９９１年～２０００年）

－ ７ －



開催年度 開催月 イベント・行事内容等
昭和３６年 ６月 中央区の東京第54団のにより四つ木周辺の少年を中心に活動始める
(1961) １２月 東京第186団の加盟が認められる。少年隊発隊する。

発団パレ－ドを行う
昭和３７年 ４月 年少隊発隊
(1962) ８月 第3回アジアジャンボリ－大会参加 静岡県御殿場
昭和３８年 8月 団夏期キャンプ 埼玉県長瀞
(1963)
昭和３９年 ８月 団夏期キャンプ 千葉県御宿町
(1964) 10月 東京オリンピック 国旗掲揚奉仕を行う
昭和４０年 ８月 地区キャンポリー参加 千葉県銚子市君ヶ浜
(1965)
昭和４１年 ７月 団夏期キャンプ 千葉県白浜
(1966) 8月 第4回日本ジャンボリ－参加 岡山県日本原
昭和４２年 ４月 年長隊発隊
(1967) 8月 ＢＳ隊 夏期キャンプ 栃木県那須
昭和４３年 ８月 葛飾小地区キャンポリ－参加 長野県軽井沢町
(1968) カブ隊夏季舎営キャンプ 長野県野沢温泉
昭和４４年 ８月 団夏期キャンプ 長野県塩沢湖
(1969)
昭和４５年 ８月 第5回 日本ジャンボリ－参加 静岡県朝霧高原
(1970) ＣＳ隊夏季キャンプ 河口湖

ＢＳ隊夏季キャンプ 本栖湖
昭和４６年 ４月 発団10周年記念式典
(1971) ８月 第13回世界ジャンボリ－参加 朝霧高原

団夏期キャンプ 山梨県道志川キャンプ場
昭和４７年 ８月 団夏期キャンプ 千葉県養老渓谷
(1972)
昭和４８年 ８月 団夏期キャンプ 茨城県北茨城市
(1973) 「茜平青少年の家」
昭和４９年 ３月 第5回地区キャンポリ－参加 千葉県習志野市
(1974) ８月 第6回 日本ジャンボリ－参加 北海道千歳原

団夏期キャンプ 山梨県富士見
昭和５０年 １月 スキ－教室開催 竜王スキ－場にて 長野県北滋賀
(1975) ６月 発団15周年記念式典

８月 葛飾小地区キャンポリ－参加 長野県 湯の丸高原
ＣＳ隊夏季舎営キャンプ 栃木県霧降高原

昭和５１年 ８月 団夏期キャンプ 茨城県つくば市筑波湯袋
(1976) 東京連盟「シニア－の森」参加 青木が原樹海
昭和５２年 ８月 第6回地区キャンポリ－参加 山梨県 山中野営場
(1977)
昭和５３年 ４月 名称変更 東京第186団より葛飾第2団ヘ
(1978) ８月 第7回 日本ジャンボリ－参加 静岡県 御殿場

団夏期キャンプ 山梨県 忍野村
昭和５４年 ８月 団夏期キャンプ 福島県 甲子温泉
(1979)
昭和５５年 ８月 第1回 東京キャンポリ－参加 群馬県 相馬が原
(1980) ＣＳ隊夏季舎営キャンプ 相原牧場

発団20周年記念式典
昭和５６年 ８月 団夏期キャンプ 茨城県つくば市 筑波湯袋
(1981)
昭和５７年 ８月 第8回 日本ジャンボリ－参加 宮城県白石市 南蔵王
(1982) 団夏期キャンプ 山梨県 道志川
昭和５８年 ８月 ＣＳ夏期キャンプ 群馬県 神泉村 廃校利用
(1983) ＢＳ山林キャンプ・ＳＳ移動キャンプ
昭和５９年 ８月 第1回 日本ベンチャ－大会参加 宮城県 白石市南蔵王
(1984) 団夏期キャンプ 長野県白州町

ＳＳサバイバルキャンプ

発団から４０年間のあゆみ①

－ ８ －



開催年度 開催月 イベント・行事内容等
昭和６０年 ８月 団夏期キャンプ 茨城県つくば市 筑波湯袋

(1985) 筑波科学万博見学

昭和６１年 ４月 ビーバー隊・発隊

(1986) ８月 第9回 日本ジャンボリ－参加 宮城県白石市 南蔵王

団夏期キャンプ 山梨県 西沢渓谷

ＳＳ隊地区ワ-クキャンプ参加 千葉県 佐貫キャンプ場

昭和６２年 ８月 団夏期キャンプ 福島県矢祭町

(1987) 第1回 ＳＳ隊 大阪交流 6名派遣

昭和６３年 ８月 第2回 日本ﾍﾞﾝﾁｬ-大会参加

(1988) 団夏期キャンプ 栃木県南那須少年自然の家

平成元年 ８月 総武地区35年記念キャンポリ－参加 三宅島

(1989)

平成２年 ８月 第10回 日本ジャンボリ－参加 長野県妙高高原

(1990) 発団30周年記念キャンプ 群馬県 鬼石村

１０月 発団30周年記念式典 清和小学校

平成３年 ７月 東京連盟第3回ワ-ルドベンチャ－派遣 米国

(1991) ８月 第17回世界ジャンボリ-派遣 韓国

団夏期キャンプ 長野県佐久市

英国スカウトホ－ムスティ－受入

平成４年 ７月 東京連盟第4回ワ-ルドベンチャ－派遣 米国

(1992) ８月 団夏期キャンプ 茨城県那珂郡 やすらぎの里

平成５年 ５月 総武地区40周年記念キャンポリ-参加 千葉県 佐貫

(1993) ８月 第2回 東京連盟キャンポリ- 宮城県白石市南蔵王

ＢＶＳ・ＣＳ合同キャンプ 宮城県白石市

平成６年 ４月 総武地区40周年記念式典 葛飾シンホニ－

(1994) ８月 第11回 日本ジャンボリ－参加 大分県久住高原

団夏期キャンプ 千葉県 佐貫キャンプ場

平成７年 ７月 第18回 世界ジャンボリ-派遣 オランダ

(1995) ８月 団夏期キャンプ 群馬県妻恋村 バラキ高原

１２月 発団35周年発団記念集会 清和小学校

平成８年 ５月 全国植樹祭 参加 江東区夢の島

(1996) ６月 発団35周年記念式典 清和小学校

８月 第4回日本ベンチャ－大会派遣 島根県

団夏期キャンプ 静岡県三島市 箱根の里

平成９年 ４月 日本連盟75周年記念式典 三鷹スカウト会館

(1997) ７月 東京連盟第7回ワ-ルドベンチャ－派遣 米国

８月 発団35周年記念キャンプ 福島県いわき市 鬼ヶ城

１０月 日本連盟75周中央年記念式典 日比谷公園

平成１０年 ８月 第12回 日本ジャンボリ－参加 秋田県森吉山麓

(1998) ＢＶＳ・ＣＳ夏季キャンプ 埼玉県秩父

ＢＳ夏季キャンプ 長野県湯の丸高原

平成１１年 ４月 東京連盟50周年記念 東京ビックサイト

(1999) ７月 日本連盟派遣 日米スカウト交歓 米国

東京連盟第10回ワ-ルドベンチャ－派遣 米国

第5回日本ベンチャ－大会派遣

団夏期キャンプ 福島県裏磐梯国際スキ－場

平成１２年 ４月 ローバ－スカウト隊発隊

(2000) ７月 東京連盟サマ－キャンプ参加 山梨県 山中野営場

８月 団夏期キャンプ 山梨県 山中野営場

９月 発団40周年ｵ－ﾌﾟﾆﾝｸﾞセレモニ－ 千葉県 佐貫ｷｬﾝﾌﾟ場

１２月 発団40周年記念集会 清和小学校

発団から４０年間のあゆみ②

－ ９ －



発団４０周年・記念式典が行われました。

発団４０周年・記念式典(2001年９月９日）

－ １０ －



地区センター祭り １３NJ ビーバー隊も大人数
２

０

０

１

年

度

カブ隊ハイキング 総武地区５０周年 夏期キャンプ（妙高高原）
２

０

０

２

年

度

BVSのティピー 夏期キャンプ（嬬恋高原） ボーイ隊のサイト
２

０

０

３

年

度

恒例）新年団集会・BS+CSスキーキャンプ、お年寄りとのふれ合い集会
２

０

０

４

年

度

発団記念集会 B-P祭 １４NJ
２

０

０

５

年

度

発団４１年目～５年（２００１年～２００５年）

夏期キャンプ（鬼ヶ城）

－ １１ －



発団４５周年記念式典が行われました。
この準備のために、期初より委員会が
発足し準備を行ってきました。
各隊・育成会では色々と準備を行い、
手作りのパーティを楽しんで頂きました。

スカウト達が調理しておもてなし

来賓の皆様からご挨拶を頂きました（左から、渡辺地区委員長、平沢先生、樺山先生、鈴木先生）

隊褒彰綬授与（ＢＳ４５周年、ＣＳ４５周年、ＶＳ４０周年、ＢＶＳ２０周年）

スカウト達も一緒にパーティに参加させて頂きました。

発団４５周年記念式典（２００６年９月１０日）

－ １２ －



10月29日：上進式（１４名もボーイへ上進） 葛飾第９団の発団２０周年記念集会へ

１２月１０日；葛飾第２団発団記念集会 秘伝の葛２カレー

12月24日：クリスマス集会 大晦日：庭燎奉仕

リーダー

スタンツも！

友団合同Ｂ－Ｐ祭 第２１回世界ジャンボリー派遣(7月22日～８月12日）

発団４６年目（２００６年９月～２００７年８月）

１１月２６日

ＣＳ凧揚げ

新年団集会

少し気持ちの悪い
オレブ（Ｂ－Ｐと共に）

100周年記念サンライズセレモニー

－ １３ －



9月１７日：カントリー作戦！ 10月21日カブ隊消防署見学 11月４日

BS秋の
ハイキング

カブ隊・秋の１泊キャンプ（11月24日～25日）茨城県あすなろの里

１２月１日：銀座でパレードに参加

１月２０日：ボーイ隊・七福神ハイク＆座禅体験

スキーキャンプ 友団合同B-P祭 夏期キャンプ

発団４７年目（２００７年９月～２００８年８月）

8月13日～
17日青木平

2月8日～11日

－ １４ －



VS隊ユニオン集会＆ダッジオーブン講習会：１０月１３日

講師：富田隊長

CS隊：７月５日ミステリーバスツアー宇宙飛行士訓練体験（筑波）

BVS隊:６月１４日･荒川遊園ハイキング

BS隊：５月３日～５日 地区キャンポリー 佐貫野営場

発団４８年目（２００８年９月～２００９年８月）

夏期キャンプ in 磐梯

－ １５ －
8月12日～16日



CS隊：１０月１８日）地域防災探検隊！

BVS+CS 11月29日・登山ハイキング CS:東京探検ハイク 11月15日

BS+CS:１月８日～１１日）スキーキャンプ in 新潟県五日町

BS隊：３月２６日～２８日：春期キャンプ・・大神保

発団４９年目（２００９年９月～２０１０年８月）

城東地区発足記念ラリー５月１６日 in 木場公園

夏期キャンプ ８月11日～15日 in 奥草津１５ＮＪ 8月1日～9日

－ １６ －



BS隊:進級面接(10月16日)，BS１級挑戦キャンプ(12月4日～5日)

BVS＋CS：クリスマス集会（１２月２３日）恒例スタンツ大会

新年団集会（1月９日）参加者で人文字を作りました。夏期キャンプのTシャツへ

発団５０年目（２０１０年９月～２０１１年８月）

ビーバー隊は親子で熱演

カブ隊は衣装も考えて熱演

ちょっと凝り過ぎなリーダー達

発団記念集会で
江東２団の
スカウトから
プレゼントが！

レルヒさんも登場したスキーキャンプ 1月10日～13日

－ １７ －



VS隊;東日本大震災を経て、スカウトとして出来る事を話し合いました。(3月20日)

３月２７日；全隊で災害時に備え、炊き出し訓練を行いました。

５月１５日；全隊・・ともだちパックプロジェクト・・心を込めてメッセージを書きました。

葛飾さくら祭り・スカウトアピールコーナー運営（４月３日）友団と共に

発団５０年目（２０１０年９月～２０１１年８月）

友団と一緒にアピールしました

－ １８ －



９月５日：上進式＆親子バス・ハイク・・inあすなろの里

恒例・バーベキュー

発団５０周年記念行事：上進式＆ 親子バス・ハイク

バスで移動 全体で上進式を行いました

昼食は団委員さんの
バーベキュー

－ １９ －



１２月１２日:友団の方にお集まり頂き、盛大にゲーム大会を楽しみました。

発団５０周年記念行事：記念集会 with 友団スカウト

事前の登録で、２７２名（スカウト１６０名）に参加頂きました

優秀ｽｶｳﾄ表彰

犬と骨

恒例；障害物リレー

昼食は団委員長特製カレー

最後は、チーム対抗リレー

－ ２０ －



２月２０日:友団を招いて世界１のスカイツリーへ！！

発団５０周年記念行事：友団合同B-P祭

隊旗を掲げパレード

各ポイント

富士章伝達式B-P祭セレモニー

世界１のタワーを目指して
建築中の東京スカイツリー

僕らも世界を目指して
友団と一緒にポイント
ハイクを行いました。

どこから
でも見える

スカイツリー

友団の皆さんと一緒に・・記念撮影！ － ２１ －



発団５０周年記念キャンプは、国立乗鞍青少年交流の家で行いました。
８月１１日（前泊）～１５日迄の日程で、涼しい乗鞍を楽しみました。
ビーバー隊の様子

カブ隊

登山・ツリークライミング・星座観測
色々とやったね！

発団５０周年記念行事：発団50周年記念キャンプ

営火のスタンツ・・１０年後にＶＳになって
世界ジャンボリーへ行ったビーバー隊

カブが木になった
ツリークライミング朝モヤの中・・朝礼の後

－ ２２ －



ＢＳ隊

５０周年記念ラリー

発団５０周年記念行事：発団50周年記念キャンプ

乗鞍岳登山ハイク

全隊で５０周年記念ラリーを行いました

①５０の人文字

②縄跳び５０回

③５０㍍リレー

④５０個の運ポン

⑤５０人の名前

⑥５０㍍ジャンプ

⑦５０個の玉入れ

⑧５０のキムス

⑨かかし５０秒

⑩５０個の豆

⑪５０の順番

◎表彰式

①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩

⑪

－ ２３ －



５０周年記念パーティ

発団５０周年記念
キャンプファイヤー
各隊が１０年後や
２０年後の事を考え
たスタンツで楽しく
過ごしました。

発団５０周年記念行事：発団50周年記念キャンプ

この辺りに
乗鞍岳が

見えるハズ！

－ ２４ －



開催年度 開催月 イベント・行事内容等

平成１３年 ８月 発団40周年記念キャンプ 福島県いわき市 鬼ヶ城

(2001) ９月 発団40周年記念式典 葛飾区医師会館

平成１４年 ８月 第13回 日本ジャンボリ－参加 大阪府 舞浜公園

(2002) 団夏期キャンプ 群馬県 赤城青少年の家

１２月 第19回 世界ジャンボリ-派遣 チリ

平成１５年 １月 総武地区台湾派遣 台湾 明湖國中学校

(2003) ８月 団夏期キャンプ 新潟県 妙高高原

平成１６年 ７月 東京連盟第11回ワ-ルドベンチャ－派遣 米国

(2004) 台湾スカウト歓迎会

第6回日本ベンチャ－大会派遣 関東周辺

８月 団夏期キャンプ 群馬県 嬬恋高原

平成１７年 ３月 総武地区台湾派遣

(2005) ８月 団夏期キャンプ 福島県 鬼ヶ城

１２月 発団45周年 発団記念集会 清和小学校

平成１８年 ８月 第1４回 日本ジャンボリ－参加 石川県 珠洲市

(2006) 発団45周年記念団キャンプ 福島県 鬼ヶ城

９月 発団45周年記念式典 葛飾区 医師会館

平成１９年 ８月 第21回世界ジャンボリ－派遣 イギリス

(2007) （100周年記念大会 日本代表 玉川 俊樹）

団夏期キャンプ 群馬県 奥草津村

平成２０年 ８月 東京連盟第16回ワ-ルドベンチャ－派遣 米国

(2008) 団夏期キャンプ 長野県 青木平

平成２１年 ７月 米国スカウトホ-ムステイ- 三品宅

(2009) ８月 団夏期キャンプ 福島県 国立磐梯青少年交流の家

平成２２年 ７月 第15回 日本ジャンボリ－ 静岡県 朝霧高原

(2010) ８月 団夏期キャンプ 群馬県 奥草津村

９月 団全体・親子バスハイク＆上進式 あすなろの里

１２月 発団５０周年記念・発団記念集会 清和小学校

平成２３年 １月 発団５０周年記念・新年団集会 葛飾看護学校

(2011) ２月 発団５０周年記念・友団Ｂ－Ｐ祭 東京スカイツリー付近

７月 第22回 世界ジャンボリー派遣 スエーデン

東京連盟第16回ワ-ルドベンチャ－派遣 米国

８月 50周年記念・団夏期キャンプ 岐阜県 国立乗鞍青年の家

城東地区台湾派遣

９月 発団５０周年記念 記念式典 テクノプラザかつしか

４０周年から現在までのあゆみ

－ ２５ －



第４回参加後に広島平和記念公園にて 第５回大会へカブ隊が見学参加（朝霧高原）

第５回地区キャンポリー（習志野自衛隊） 第６回地区キャンポリー（山中野営場）

第２回東京キャンポリー（南蔵王） 地区３５周年・三宅島キャンポリー

総武地区ラリー（江戸川河川敷）

ジャンボリー・キャンポリー特集・・

1966（昭和４１）年 1970（昭和４５）年

1974（昭和４９）年 1977（昭和５２）年

1993（平成５）年 1989（平成元）年

1986（昭和61）年

－ ２６ －



発団２０周年記念式典 式典の後、パレードへ。先頭は

入江庄一団委員長（当時）

↓当時の葛飾郵便局前

発団３０周年記念キャンプ（鬼石） 発団３０周年記念式典（H2年）

発団３５周年記念式典（H8年） 発団４０周年記念キャンプ

発団４０周年記念式典(平成１３年) 発団４５周年記念キャンプ（平成１８年）
In 鬼ヶ城 式典の様子は別紙にあります。

周年行事特集（葛２では５年毎の周年行事を大切にしています）

1980（昭和５５）年

2001（平成１３）年・鬼ヶ城

－ ２７ －



最年少クラスのビーバー隊はいつもお兄さんスカウトや保護者の方の
ご協力を頂いて、楽しく元気に活動してきました。
学校や幼稚園はちがっても集会ごとに仲間の和ができあがっていくのが
スカウト達の笑顔でわかります。
みんなで作る大輪がもっともっと大きな輪になることを願っています。
５０周年の節目を明るい笑顔で迎えられること、皆様に感謝です。

ビーバースカウトの約束
元気に遊ぶ
物を大切にする
良いことをする

大きくなっても忘れないで

ほしいと思います。

さあ！新しい第一歩です。

前進！！

２０１１ ビーバースカウト隊

井上敦貴 河村大地 大塚智瑛 能島明希 石戸涼太朗 竹田圭佑

隊長・小山ゆかり 副長・渡辺淳子／小宮律子

協力・ローバー隊／久松拓也 ベンチャー隊／町田雄乙

各隊から「元気に遊ぼう！ビーバー隊」各隊から「元気に遊ぼう！ビーバー隊」

－ ２８ －



夏期キャンプ：丸黒山登山（標高1956㍍；登山道から標高差446㍍）

この年代の子供達は、無限の可能性を持っています。
その可能性を引き出してあげるのが指導者の仕事だと思っています。
・街角ハイク
・クリスマス集会
・登山ハイク
・秋期１泊キャンプ
・スキーキャンプ
・春期１泊キャンプ
・夏期キャンプ
・料理集会
色々な活動を通じて
色々な可能性に挑戦
しています。
「しっかりやるぞ！」

カブ隊！

料理集会より・・
こちらカブ亀調査隊より・・ 登山ハイクより・・ 今年はビバイタリアン

各隊から「しっかりやるぞ！ カブ隊」

－ ２９ －



各隊から「しっかり頑張ってるぞ！ＢＳ隊」

－ ３０ －



東京186団(現葛飾第２団)年長隊は、昭和４２年４月にスカウト１０名で
発隊しました。
当時は、自分たちで運営をしていたので、隊旗もスカウト達の小遣いから
４００円を出し合い、足りない分を団で出して頂き、作った思い出があり
ます。
今まで、シニアスカウト(現ベンチャースカウト)の活動において、世界
ジャンボリーや、ワールドベンチャーキャンプなどの海外派遣に多くの
スカウトを参加させてきました。
また、１１名のスカウトに富士章を取得させることが出来ました。
現在は、葛飾の友隊と合同でベンチャースカウト活動を行っています。

その内容は
９月 上進式
10月 地区フォーラム
12月 受験生激励会
３月 地区５０㎞ハイク・春期キャンプ(高Ⅲ追い出しキャンプ)
５月 地区キャンポリー
６月 男の料理教室
８月 夏期キャンプ・上進者歓迎ボーリング大会

他、団の行事、各隊への奉仕など、１年を通じて楽しいプログラムを
実施しています。
また、富士章取得にも努力しています。

これからも、「自分で考え、自分で行動し、自らに責任が持てる人」を
育てるために、活動を行っていきたいと思っています。

２０１１年９月４日・現在 所属スカウト１０名
隊長 東平 進

各隊から「こんなにいるぞ！ ＶＳ隊」

－ ３１ －



各隊から「大活躍中！ローバー隊」

ローバー隊では「自己研鑚」と「社会奉仕」を基軸とし、「Rover;流浪者」としてこれまでのス
カウティングや学校生活を含めた幅広い活動を通して得た経験と知識の醸成と更なる獲得、そして
後輩へのフィードバックを目指しています。具体的には、各隊への指導者としての奉仕と城東地区
や東京連盟、日本連盟の主催する行事さらには海外奉仕に参加する等、幅広い活動を展開していま
す。ビーバーからベンチャーまでと違い、進歩制度の類は一切無い為に自らの活動を自ら開拓して
行かなければなりません。そこがローバーの難しい点であり、楽しい点でもあります。

東京連盟主管で開催されたBSAキャンポリーで城東地区
からの参加スカウトをまとめています。 久松 卓也

葛2の50周年記念キャンプではスカウトの面倒をよく見る
良いお兄さんです。 石川 匠

上記の活動以外でもスウェーデンで行われた第22回世界スカウトジャンボリーや城東地区台湾派遣
の派遣隊指導者、日韓フォーラム奉仕やネパールでの環境保全プロジェクト、朝霧高原での第15回
日本ジャンボリー等の行事へ参加や奉仕、さらには個人趣味の追求(絵やゲーム製作)までもロー
バー活動に含まれます。スカウトとして、良き社会人として、「自分のカヌーは自分で漕げ」が
我々の活動理念です。今後とも個々人が精力的に活動して行き、葛2を私たちがより盛り上げてい
きます。

城東地区ローバー会として地区キャンポリーでは野外炊
事のコーナーを担当しました。 三品 夏央

城東地区内の他のローバー隊やガールスカウトと共に
ローバーだけのキャンプも行います。 竹中 空

東京連盟ローバースカウト100キロオーバーナイトハイクの
実行委員会も担当しました。 太田 潤

日本連盟主催の国連ﾊﾋﾞﾀｯﾄとの共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄではｱﾌﾘｶで
ｽｶｳﾄと交流や海外支援活動をしました。 玉川 俊樹

－ ３２ －



ありがとう ボ－イスカウト運動
ありがとう 多くの友達
ありがとう 援助してくれた人々

振り返ってみると多くの方々にお世話になり私の50年は
短く感じています。
スカウト時代は、指導者がいなく「ポケットブック」等の
書物を参考に、班会議・班集会・班ハイク・班キャンプ・ＧＢ会議・ＧＢ訓練
等を仲間と共に活動して来ました。当時は苦しい事や辛い事も多く在りました
が今振り返って見ると楽しい思い出になります。
初めてのキャンプでは、ご飯を飯盒で炊く事を教えてもらえず、薪に火をつけ
ればご飯が食べられると思っていたら飯盒の上部まで真っ黒焦げでした。でも
その経験した事により美味しいご飯が食べられる様になりました。失敗をして
反省して改善するようになります。
また、1962年第3回日本ジャンボリ－御殿場に初参加では往復3時間歩いて
の水汲みと台風に会い一晩中テントの支柱を押さえて耐える事が出来て忍耐
力を養う事が出来ました。
東京オリンピック掲揚奉仕・大阪万国博覧会・東京キャンポリ－・日本ジャン
ボリ－・世界ジャンボリ－等の行事に参加・奉仕出来ました事は良い経験にな
りました。
指導者としては、21歳よりカブスカウト隊副長を拝命してから隊長・団委員
団委員長・育成会長を経験させていただきました。どの役職もいろいろな
方々に協力をしていただき良き指導者にお会い出来た事が大変な財産だと
思っています。
昭和60年の昭和天皇御座位60年の祝賀行事に参加出来た上に、皇居にての
答礼お茶会の招待を受け列席出来た事は名誉と共に嬉しい思い出です。
総武地区の時昭和44年に台湾派遣が在り交流訪問してから40年位になります
が今でもスカウトの交流をしています。
現在、葛飾第2団では、ベンチャ－スカウト（高校生）から海外へ派遣をし
いろいろな体験をスカウト活動にフィ－ドバックして国際社会の一員として
実践する様にしています。
私は、今 城東地区（葛飾・江戸川・墨田・江東）の役員と東京連盟の役員と
して奉仕させていただいて居り、大勢の方々にご協力・ご支援を受け賜って
おります。
これからの葛飾第2団は、在籍しているスカウト指導者・団委員・育成会員の
皆様が協力して100周年に向かって新しい歴史を作って行く事を望みます。

５０年を振り返って・・育成会長 入江生夫

写真は、ご本人の意向と
関係無く、編集者が勝手に

選ばせて頂きました。
←字は、東平ＶＳ隊長
東平氏のアルバムから－ ３３ －



発団当初からのスカウト
現在、ベンチャースカウト隊・隊長

東平 進
私が小学６年生の秋、東京第186団発足のための集会が、
四ツ木白髭神社で始まりました。私は、私立の小中学校
に通っていたこともあり、地域には友人が少なく、
ボーイスカウトに入って多くの友達が出来たのを憶えて
います。そして、昭和36年12月に東京186団少年隊が
発団（発隊）しました。

スカウトの時は、第三回日本ジャンボリー(御殿場)、東京オリンピックの
参加国の国旗掲揚の奉仕に参加、又シニアスカウトの時には、第４回日本
ジャンボリー(岡山県日本原)に参加しました。
また、三森さんの仕事場を借りて、その時のＧＢで、年間プログラム、
月間プログラムを謄写版印刷機で作成していたのも楽しい思い出として
残っています。

初めてＢＳの指導者になった頃は、学生時代のワンダーフォーゲル部の
経験を生かし、スカウト達を奥多摩や丹沢の山々へ連れて行きました。
また、現在も続いている、発団記念集会や新年団集会、Ｂ－Ｐ祭の行事も、
指導者の方々と話し合い整備してきました。
この５０年に多くの指導者の方にお世話になり、多くの仲間と楽しいスカ
ウト活動が出来たことに感謝しています。
今後もスカウト達といっしょに、

として続けられるよう
努力して行こうと思います。

発団の頃の様子
（昭和３６年頃）

５０年を振り返って・・ＶＳ隊長 東平進

「遊べる指導者」

写真は、ご本人の意向と
関係無く、編集者が勝手に

選ばせて頂きました。

－ ３４ －



５０周年記念実行委員会 委員長 高屋千恵子
葛飾第２団５０周年 おめでとうございます。
人 １人の人生としたら、わずか５０年とおもいますが、ひとつの団体と
して、個性ある方々の集まりで５０年間を過ごすということは、大変な
ことと思います。しかしボーイスカウト活動をしている方々は皆さん
楽しいから活動しているんだ、と言ってます。

今年は東北地方で大地震、大津波が発生１,０００年に１度といわれる
大災害がおこり、亡くなられた方や被災にあわれた方々が大勢います、
心よりお見舞い申し上げます。
さて 葛飾第２団５０周年記念の年間プログラム・テーマとして
「未来に向かってゴー（５Ｏ）目標は１０年後の自分」
を掲げさせてもらいました。
１０年後の自分・・
・現在のビーバースカウトはベンチャー隊で富士章にチャレンジ！

個性を生かして奮闘中の事と思います。
・現在のカブスカウト及びボーイスカウト達は、頼もしい大人に

なり、ローバースカウトとして、そして隊や団の指導者として
活躍してくれる年代になっていると思います。

・そして、どんな場面でも、葛２の伝統に従って、大先輩の指導
者と若い指導者が一丸となり、楽しいプログラム、楽しい野外
活動、そしてスカウト教育法とは・・・等々
そんな事を一緒に話し合ってくれている事と思います。

創始者ベンデーパウエル卿の教えが、葛２創設時のスカウトや
色々な場面でお手伝いを頂いた多くの指導者を経て、１０年後へ、
そして、将来にわたり、若い指導者へ、脈々と受け継がれていく
そんな葛２らしい団になってくれる事を期待しております。
ボーイスカウト運動には、「ちかい と おきて」があります。
これを守って実践すれば良い方向に進んで行けると思います。
葛飾第２団１０年後の自分にチャレンジ、未来に向けてゴー ！！

葛飾第２団 副団委員長

総武地区３５周年記念
三宅島キャンポリーの
写真より
デンマザーの頃？

新たな出発へ向けて・・高屋実行委員長

写真は、ご本人の意向と
関係無く、編集者が勝手に

選ばせて頂きました。

－ ３５ －



年度
1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

歴代育成会長・団委員長・隊長名簿

昭和36年

昭和37年

昭和38年

育成会長 団委員長 ＢＶＳ隊長

田中 幸作
昭和39年

昭和40年

昭和41年

昭和42年

昭和43年

昭和44年

昭和45年

昭和46年

昭和47年

昭和48年

昭和49年

昭和50年

昭和51年

昭和52年

昭和53年

昭和54年

昭和55年

昭和56年

昭和57年

昭和58年

昭和59年

昭和60年

昭和61年

昭和62年

昭和63年

平成元年
平成2年
平成3年

平成10年

平成11年

平成4年
平成5年
平成6年
平成7年
平成8年
平成9年

平成22年

平成23年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

深澤 利雄
福地 集 武井信一・三森実雄

ＶＳ隊長 ＲＳ隊長
石毛 慶次郎 三森 定雄

田中 幸作 河村 啓介

ＣＳ隊長 ＢＳ隊長

東平 孝徳 福地 集

田中 幸作
大友 静雄 平馬 勇
平馬 勇 渡辺 辰治

田中 幸作 大友 静雄
三森 勝広 田中 幸作

入江 庄一

入江 生夫 田辺 博雄

東平 進 三森 勝広

福田 勲 伊藤 章
田辺 博雄

鯉渕 武治 東平 進 入江 生夫
吉田 雅毅

中島 繁
佐野 英雄 海老沼 功 上松 孝尚

大竹 将喜 渡辺 良男 工藤 弥一
入江 生夫
鯉渕 武治 岩本 道弘

東平 進
中島 繁
東平 進

加藤 浩川島 一仲 佐野 英雄 工藤 弥一
入江 生夫

工藤 弥一
高杉 正徳

東平 進 加藤 浩
入江 生夫

渡辺 俊也 東平 進

東平 進 高杉 正徳

岩本 有司

長谷川 浩三

菅野 康之 東平 進

高屋 千恵子 遠藤 弥栄子 菅野 芳樹
長谷川 浩三

岩本 有司 菅野 芳樹
岩本/石田

入江 生夫 渡辺 秀一 石田 靖博 岩本 有司
遠藤 弥栄子 町田 正照
小山 ゆかり

石田 靖博 東平 進 岩本 有司入江 生夫 渡辺 秀一 小山 ゆかり 町田 正照

高屋 千恵子

長谷川 浩三

遠藤 弥栄子

－ ３６ －



隊指導者 隊長 小山 ゆかり
副長 渡辺 淳子 小宮 律子

ビーバースカウト 竹田 圭佑 石戸 涼太朗
ビッグ・ビーバー 井上 敦貴 河村 大地 大塚 智瑛 能島 明希

隊指導者 隊長 町田 正照
副長 斎藤 伸子 三品 幸恵 椎名 広美

郷原 大作
ＤＬ 久松 幸子 稲田 聡

うさぎスカウト 稲田 光希 河原 輝通 杉本 新太
し か スカウト 樋口 修大 久松 俊介 村田 元
く ま スカウト 新井 翔天 大塚 貴英 加藤 寛翔 小池 優輝

酒井 舜司 中路 吏輝 馬場 修治 藤本 岬己

隊指導者 隊長 石田 靖博
副長 猪野 忠 中村 晃
副長補 玉川 俊樹 竹中 空 三品 夏央

小学６年生 小室 優人 酒井 博臣 佐藤 光汰朗 椎名 匠
中学１年生 中路 広輝 町田 一生
中学２年生 石田 隼斗 大濱 縁起
中学３年生 小野崎 丈輔 小室 直人 山口 卓己

隊指導者 隊長 東平 進
高校１年生 諫山 裕彬 石田 祐斗 大濱 龍樹 落合 貴穂

小宮 健太 斎藤 洋司 杉本 将太郎 中村 日向
高校２年生 小井土 貴史
高校３年生 町田 雄乙

隊指導者 隊長 岩本 有司
スカウト 久松 拓也 三品 夏央 石川 匠 太田 潤

竹中 空 玉川 俊樹

団委員長 渡辺 秀一
玉川 俊晴 高屋 千恵子 吉澤 修治 小井土 俊之 加藤 勝幸
小野崎 靖丈 杉本 裕昭 五十嵐 誠 川名 正男 遠藤 弥栄子
菅野 芳樹 竹内 文秀 関本 兼曜 中島 真一 志禮 信仁
桜井 芳子 石川 なつ子 近藤 誠恵

育成会長 入江 生夫
育成会役員 大濱 智子 小室 昭子 中村 恵奈

発団５０周年・所属者(登録者）一覧

ビーバースカウト隊

カ ブ ス カ ウ ト 隊

ボ ー イ ス カ ウ ト 隊

ベンチャースカウト隊

ローバースカウト隊

団委員会

育 成 会
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渡辺秀一、高屋千恵子、五十嵐誠、吉澤修治、入江生夫

小宮律子、志禮信仁、猪野忠、久松孝司、渡辺苗、落合七恵

５０周年実行委員会(2010年～)
高屋千恵子、玉川俊晴、吉澤修治、東平進、遠藤弥栄子

猪野忠、町田正照、渡辺淳子、大浜智子、小井土敬子

近藤誠恵、杉本裕昭、久松幸子、落合七恵、石川なつ子

中路苗、五十嵐誠、桜井芳子、小井土俊之、加藤勝幸
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