
 
 

ビーバー(BVS)隊  

11/6 今日は話し合いをしまし

た。集会でやってみたいことを

出し合い、お互いの興味を知り

ました。やきいも（いもほり）、

くりひろい、みかんがり、うみ、おにごっこ、

ばーべきゅー、はなび、せかいりょこう、きゃ

んぷ・・・様々な意見が出ました。「世界旅行」という意見から「メキシコ」に行きたい、「タ

パス」を食べることでも世界旅行だ～と話がひろがっていきました。 

その後フェスタ谷戸に出かけ、ボーイ隊・ベンチャー隊のコーナーのマシュマロ焼き、テント

体験、他のコーナーでの木工工作など地域のお祭

りを楽しみました。 

11/20 工作＆ゲーム。勤労感謝の日が近かった

ので、「仕事」をテーマに中野駅南口周辺の散策

に出かけました。街を歩きながら、どんな仕事が

あるか探してみると、工事している人、駐車の取

り締まりをしている人、お店、お巡りさん、など

いろいろな仕事をしている人を見かけました。そ

の人たちにお仕事について聞いてみたりしました。お巡りさんは生活の中での注意事項を教え

てくれました。その後、集会場所の桃園区民センターに戻り、大人になったらどんな仕事をし

てみたいか発表しました。 

12/4 クリスマス飾りの工作をしました。各自

持ち寄りの装飾品も使いながら紙皿をベースに

リースにしたり、置物にしたり。材料も豊富に

あり、初めは考える時間で止まっていたけれど、

作り始めると手は進み、スカウト一人ひとりの

個性が出ていて、オリジナリティあふれる作品

ができあがりました。持ち帰ったリースをクリ

スマスの日にはサンタクロースにも見てもらえ

たのかな？ 

カブ(CS)隊  

11/6 11月末に行われる合同隊

集会では中野通りの案内地図を

発表します。８団は中野五差路か

ら杉山公園までの範囲が受け持

ちです。今日は、その準備として、２組で手分

けして中野通りの西側東側にどんなものがある

かを調査しました。中野通り沿いにどんなお店

があ

るか、同じ子供たちに勧められる公園や、危ない場所

がないかを調べました。 

11/20 前回の集会で調査してきた内容をもとに、案

内地図を作成しました。模造紙に、撮ってきた写真を

貼ったり、調査してきた様子を書き込みました。 

11/27 中野エリアの４ケ団が集まり、合同隊集会を

行いました。組集会で作成した中野通りの案内地図を

それぞれが発表したあと、探検隊のテーマのもとゲー

ムを行いました。普段は２つの組でしかゲームはでき

ませんが、４団が合同することで４つの組の対抗ゲー
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ムができました。小雨交じりの肌寒い中でしたが、新

井薬師公園にはスカウト達の元気な声が響き渡って

いました。 

12/4 1 月 22 日に開催されるパインウッドダービー

に向けて、パインウッドカー制作の第一工程を行いま

した。思い思いの車のイメージを紙に書きだし、原木

をのこぎりで実際の作りを行いました。 

ビーバースカウト、カブスカウト大

募集中です。 

お知り合いへのお声かけ、ご紹介をお願いします。 

 

ボーイ(BS)隊  

11/6 「フェスタ谷戸」奉仕を行い

ました。かまどの火で作る焼きマシ

ュマロと、設営したテントに入り、

寝袋で寝るテント体験の 2 つのブー

スを展開し、とても好評でした。 

11/13 翌週の隊キャンプに向けて、城山公園で備

品整理を行いました。 

11/19-20 隊キャンプを、船橋キャンプ場で行い

ました。今回のキャンプは火起こし訓練と、野外料

理をメインに行いました。野外料理ではホイル焼き

ハンバーグに挑戦しましたが、慣れない

火の扱いに四苦八苦しており、火の調節

に苦労していました。それでも最後はお

いしく作れていたようです。今回のキャ

ンプではテント設営などの今年学んだ

キャンプスキルのおさらいも兼ねてい

ましたが、どのスキルもしっかり身につ

いていました。 

12/4 班会議を行い、来年度の班キャ

ンプ・班ハイクに向けて取り組みました。 

12/31-1/1 明治神宮でのかがり火奉仕に参加し、夜通

しでかがり火の警備を行いました。全員初参加でしたが、

大晦日から元旦に掛けての深夜の寒さの中、制服姿で立派

に努めを果たしました。 

 

ベンチャー(VS)隊 

11/3 翌週に

行われる「ぐる

っとなかの」イベントで地区ベンチャー隊として運

営する「モンキーブリッジ」コーナーのための試作

が行われ、T くんと F くんが参加しました。あすなろ地区のベンチ

ャースカウト達と一緒にモンキーブリッジを作り、一般の子どもた

ちが楽しめるかどうか確認しました。 



11/6 谷戸小学校で行われた「フェス

タ谷戸」にボーイスカウトコーナーを出

店し、T くんと F くんがコーナー運営奉

仕をしました。 

11/13 「ぐるっとなかの」ベンチャ

ー隊コーナーで「モンキーブリッジ」を

作り、一般の子ども達にサービスしまし

た。F くんが参加し、地区のベンチャー

スカウト達と共に、訪れたたくさんの子

ども達にサービスをしました。 

11/15 プロジェクト会議が行われ、F

くんが参加しました。プロジェクトについて企画書が提出されました。 

11/18 隊運営会議が行われ、O さんと M さんが参加しました。来年度の進路や議長の引き継

ぎについて話し合われました。 

11/19-20 VS 隊キャンプが船橋青少年キャンプ場で実施し、T くんと F くんが参加しまし

た。今年度の野外活動は BS 隊をはじめ、各隊奉仕を中心に進めていましたが、「技能向上」

を目指して独自プログラムに取り組みました。BVS 隊の齋藤リーダーをインストラクターに迎

えて、主に炊事章と野営章の項目に挑戦し、高度な野外技術を身につけることが出来ました。 

11/23 プロジェクト会議が行われ、T くんと F くんが参加しました。まずは、隊キャンプの

振り返りを実施し、今後の活動について話し合われ、来年 GW に探検旅行を実施することを決

めました。目的地を京都に定め、プログラムについて検討しました。 

12/10 中野消防署宮園出張所で行われた上級救命講習会に T くんと F くんが参加しました。

１日がかりの講習を無事に終了し、上級救

命技能認定証を受け取りました。 

12/29 プロジェクト会議が行われ、F く

んが参加しました。プロジェクトの計画書

が提出されました。また、探検旅行の企画

書が提出されました。 

12/31-1/1 明治神宮でのかがり火奉仕

に T くんが参加し、ボーイ隊のスカウトと

共に３交代制で警備をしました。大晦日か

ら元旦に掛けての深夜の寒さの中、制服姿

で立派に努めを果たしました。 

 
 

ローバー(RS)隊 

11/9＆11/12 N さんが東京連盟ローバー100 キロハイクに向けて、準備・

会議を行いました。 

11/19-20 東京連盟ローバ

ー100 キロハイクが行われま

した。中央大学・多摩キャン

パスを 14 時にスタートし、都内の１２か所の

チェックポイントを回り、翌日 14 時までに港

区芝の増上寺に到着するというコースです。

376 名が参加した今年の大会は 50 回記念大

会で、東京以外の県連盟のローバースカウトに

も広く参加が呼びかけられました。昨年大会で

実行委員長に任命された N さんは、今年に入っ

てから仲間とともに準備を重ね、この日を迎え

ました。また参加した O くんは、最初こそスローペースでしたがだんだんテンポを上げ、制限

時間内の 23 時間 19 分、222 位で増上寺に到着しました。 



12/8 東京連盟にて、地区ローバー代表ミーティングが

行われ、N さんが出席しました。100 キロハイクの反省

と、地区間の活動情報交換、全国ローバースカウト会議

情報の共有が行われました。 

12/17 NさんとOくんがあすなろ地区ローバーの定例

会に参加しました。10月、11 月の活動の反省や今後の

運営方法などについて話し合いました。 

12/31-1/1 明治神宮でのかがり火奉仕に N さんと O

くんが参加しました。ボーイ隊中心の３交代制グループ

にそれぞれリーダーとして付き、一緒に警備をしました。 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

サヨナラパーティー 
毎年恒例 12 月のサヨナラパーティ

ーが、12/1８に谷戸小学校を借りて

行われました。 

 

ゲーム大会 

午前中は広

い体育館で

ゲーム大会。今年のテーマはオリンピック。園児から高校生までが一

緒に入り混じって６チームに分かれて、オリンピック競技をモチーフ

としたボールを使ったゲームや「6 人 7 脚」ゲームなど、ベンチャー

隊やボーイ隊のお兄さんをチームリーダーに、優勝を目指して元気に

活動していました。 

 

昼食 

家庭科室で保護者の方々が作ったサ

ンドイッチをいただきました。卵サンド、ツナサンド、焼き

とぴっくす 
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BVS： Ｋ．Ａ．さん 

Ｎ．Ｎ．さん 

Ｉ．Ｔ．くん 

Ｈ．Ｔ．さん 

Ｍ．Ｍ．さん 

Ｋ．Ｋ．くん 

 

小枝章 2 本目 

小枝章 2 本目 

小枝章 2 本目 

小枝章１本目 

小枝章１本目 

小枝章１本目 

CS： Ｋ．Ｍ．さん 

Ｈ．Ａ．さん 

Ｈ．Ｍ．くん 

Ｔ．Ｙ．くん 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ハイカー」「特技博士」「料理家」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ハイカー」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「音楽家」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ハイカー」 

VS： Ｍ．Ｔ．くん 

 

Ｙ．Ｆ．くん 

ベンチャー章 

技能章「救急章」 

技能章「炊事章」「野営章」「救急章」 

 



そばサンドなど、好きな具材のサンドイッチに手を伸ば

していました。 

班活動 

午後も引き続きグループで班活動。午前中の“動”に対

し今度は“静”の活動です。頭脳ゲームとも言えるかも

しれませんね。ビーバースカウトが見てきた図柄を口頭

で説明し、それをチームで再現するキムスと伝言ゲーム

の合わせ技みたいなゲームなど、ちいさな子の説明をい

かに年長スカウトがうまく聞き取るか、という年代差コミュニケーションがカギとなりました。

最後に班ごとに発表して終わりとしました。 

 

ケーキデコレーションコンテスト  

恒例のケーキデコレーションコンテスト。班長を中

心にみんなで意見を出し合ってコンセプトを決めま

した。小さい子は小さい

子なりの出来ることを分

担し、各グループ同じ材

料を使いながら、さまざまなデザインのケーキができあがりました。

出来上がったケーキは、保護者・団委員の厳正な審査が行われ、優

秀作品が決まりました。 

 

表彰 

１日を通じた縦割り班活動

を終え、午前中のゲームとケ

ーキコンテストの得点により優秀班が決まり、チョコ

レートの優勝メダルが授与されました。 

 

  
 

 

 

 



 

スカウト豆知識 

 

 

 

 

指導者には隔月に日本連盟から発行される

「Scouting」という冊子が届きます。団体

内情報誌で、規定についての情報や活動に

向けてのヒント、全国的な活動報告などが

記載されています。2016 年 11 月号には、

９月に行われたローバースカウトによる高

萩スカウトの森開拓の様子が紹介され、そ

れに参加した８団ローバースカウトのＮさ

んが作業している様子が表紙の写真として

採用されました。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

「敬礼とサイン」 
スカウト活動の中で、特徴的なことの１つに敬礼とサインがあります。敬礼は指をたて、挙手で右

手を額にあてますが、部門によって少しづつ違います。 

ボーイスカウト以上  

敬礼は「ちかい」の 3 項目にちなみ、3 本指（人差し指・中指・薬指）だけを伸ばした挙手注目の

敬礼を行います。この時、手のひらは下に向け、指でひさしを作るような形を作ります。三指（さ

んし）の敬礼と呼ばれます。スカウトサインは、右手で三指を作り肘を９０度に曲げ上へあげます。

「私はスカウトであります」という世界共通のサインです。 

カブスカウト 

敬礼は「カブ隊のやくそく」にちなみ、2 本指（人差し指・中指）だけを離して伸ばし挙手します。

手のひらは相手に向けます。2 本の指を開き V 字にするのは、2 本の指を動物の耳と見立てている

からです。カブサインは右手で２本指 V 字を作り、腕をまっすぐ上へあげます。 

ビーバースカウト 

敬礼は「ビーバー隊のやくそく」にちなみ、2 本指（人差し指・中指）だけをくっ付けて挙手しま

す。ビーバーサインは右手の２本指をつけて、胸の高さにあげます。 

     

リーダーの活動 

11/6 フェスタ谷戸奉仕  

11/10 地区円卓会議   

11/13 ぐるっとなかの  

11/19
-20 

東連 RS100㌔奉仕  

11/26

-27 

地区指導者研修ｾﾐﾅｰ  

11/26

-27 

地区指導者研修ｾﾐﾅｰ

奉仕 

 

11/27 東連ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ指導要員

研究集会 

 

12/1 地区特別円卓  

12/6 団会議  

12/10 東連ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ指導要員

研究集会 

 

12/22 地区委員会  

活動で見つけ

たほのぼの話 

*活動の写真は Facebook8 団公式アカウントにア

ルバムとしてアップされています。Facebook アカ

ウントをお持ちの方は、８団公式アカウント

Nakanoeight BoyScout に友達申請していただく

と、写真を随時御覧いただけるようになります。 

*タイムラグはありますが、ホームページから FB

アルバムにリンクをしています。個人情報保護の為

パスワードがかかっていますので、隊長にパスワー

ドをご確認の上、アクセスして下さい。 

http://bsn8.world.coocan.jp/ 
(ホームページアドレスが変わりました) 

 


