
 
 

ビーバー(BVS)隊  

6/3 中野駅にてユニセフ募金をしました。ス

カウトの元気な声に募金をしてくれる人の笑

顔も見えました。その後はもみじ山公園で体験

活動会を行いました。テーマは“自然はともだ

ち！(都会編)”公園の自然を使ったゲームをビンゴ形式で行

いました。においをかいだり木の実を触ってみたり、五感を

使って自然に親しみを持ちました。2

名のスカウトが誕生し、ゲストもたく

さん来てくれました。 

6/17 活動体験会を兼ねた今回のハ

イキングは水元公園にて行いました。

テーマは“自然はともだち！(野原編)。

自然がいっぱいの公園で、6 月の公園

には、花しょうぶとあじさいの花がきれいに咲いていました。また小さ

なバッタなどの生き物の観察もしました。アシの葉を使った草笛を奏で、

水の流れる音を感じました。お昼

ごはんはカレーとサラダでした。空き缶でお米を洗って

炊きましたが、これを(サバイバル飯から)サバ飯というそ

うです。そのご飯にリーダーの作ったカレーをかけて 1

つ完成。またサラダも自分たちで準

備をします。洗ってレタスをちぎっ

たり、トマトのへたを取ったりと。

自分たちで作ったご飯を自然の中で食べるということで、美味しさもアッ

プしたようです。おなかいっぱいに食べたスカウトもいました。午後はみ

んなでゲームをして楽しみました。帰りの電車の中ではたくさん遊んだ後

で疲れた様子も見られました。 

7/1 体験会を経て、新しい仲間が１人増えました。今年の

七夕集会は星座をロープで表現したり、天の川を渡るゲーム

をしたりしました。スカウト一人ひとりが星となりそれをロ

ープで結ぶと星座のように見えました。夜、空を見上げてそ

の星座が見られるかな・・・と楽

しみになりました。そのあとに短

冊にお願いごとを書きました。そ

れぞれの願いが見られたね。おや

つは星の形の金平糖。 

7/15 次回のハイキングに向けての

準備集会となりました。ハイキングで

は川遊びに行くのでその時に使うものを作りました。メインはペ

ットボトルでオリジナル船を作りました。川で浮かべてみること

が楽しみになりました。 

7/22 川遊びハイキングで向かう先は青梅市の釜ヶ淵公園。記録

的に猛暑日が続いていた 7 月、冷たい川で遊

ぶことでスカウトたちにとって暑さを忘れる

プログラムとなりました。水鉄砲でリーダー

を狙い撃ち、ビーチボールでも遊びましたが、

川にダムを作って野菜を冷やして食べました。

前回の集会で作った船でレースもしました。

白熱した戦いがありました。 

６，７月の活動内容報告 



カブ(CS)隊             

6/3 全隊でのユニセフ募金から始まり

ました。その後、組集会では「計測」を

テーマに自分の身長、歩幅や指の長さを

測ったり、その結果を使って、物の長さ

を測ったりしました。 

6/17 サバイバルに挑戦！ということで、空き缶を使

ったご飯炊きに挑戦しました。“なべ”になる缶と“か

まど”になる缶の２つの準備が必要です。カッターや缶

切りで穴を開けてつくりました。やわらかいアルミ缶な

ので子供でも加工しやすいかと思いましたが、柔らかすぎで缶をつぶさないようにするのが大

変でした。なんとか缶の準備ができて、いざ炊飯！燃料は

牛乳パックでしたが、小さく切って、絶えずかまどにいれ

ていかなければなりません。このタイミングが難しく、す

ぐに火が消えてしまうスカウトが続出。このため、ちゃん

としたご飯が出来上がったスカウトはほとんどいません

でした。それでも、リーダーが作ったカレーをかけておい

しく食べました。 

7/1 中野８団カブ隊に「全

日本華麗なる咖喱協会」から、

カレーライスコンテストの

招待状が届きました。そこで、今月の活動テーマは“カレーライ

ス”。今回の組集会では日本でのカレーライスの歴史や、世界の

どんな国でカレーが食べられているかについて学びました。 

7/15 今日の組集会ではコンテストに出品するカレーライスの

レシピづくりをしました。自分の家で使われている隠し味を紹介し合い、ルーはどこの会社の

何を使うか、具は何を入れるかの相談をしました。ルーはバーモントカレーが一番人気でした。 

7/21 いよいよカレーライスコンテストの始まりです。咖喱協会会長のあいさつのあと、組ご

とにカレーとごはんの準備を始めました。野菜を切ったり、

お米を準備したり分担して作業を勧めました。今回はスカ

ウト達は切ることに専念。かまどの火の管理は、デンリー

ダーや手伝いに来てくれたお父さん保護者にお願いしま

した。カレーだけでなく、ご飯にも工夫を凝らし、組ごと

に特色のあるカレーライスが出来上がりました。どれもお

いしいカレーライスでしたが、協会会長と４人の審査員の

厳正な審査の結果、３組が見事優勝しました。 

7/21-22 カレーコンテストの隊集会の後、うさぎスカ

ウトは帰宅し、夕方からくまスカウト(小５)10名

が参加して「くまキャンプ」が行われました。くま

キャンプとは、くまスカウトだけでテントに宿泊し

て行うキャンプです。通常、カブスカウトのキャン

プは舎営ですが、くまスカウトになるとボーイ隊の

ようにテントに泊まってみることも行います。10

人で協力し、自分たちが使うテントやテントの下に

敷くすのこの運搬を行い、その後はテントを建てま

した。翌日は朝に昼食用のおにぎりを作り、ハイキ

ングに出かける予定でしたが、あまりにも暑かった

ためハイキングは中止し、国旗の掲揚やロープ結び

の訓練を行いました。 

 

（夏季キャンプの報告は８月の活動報告でご連絡いたします） 



ボーイ(BS)隊  

6/3 ユニセフ募金を中野駅前で行い

ました。そのあと、体験会のデンコー

チとしての任務を果たすため、サバイ

バル飯炊き・・・通称「さばめし」の

訓練を行いました。アルミ缶 2 個を切り欠き、燃料は

牛乳パックで約 1 合のご飯を炊きました。少し硬かっ

たけどおいしく食べることができました。体験会の準

備はＯＫです。 

6/9-10 八王子市のひよどり山キャンプ場で第 17 回日本スカウトジャンボリーの訓練キャ

ンプが行われ、ジャンボリー参加予定のスカウトが参加しました。杉並９，１２，１３団との

合同隊でしたが、さすがスカウト達で皆すぐ打ち解けて仲良くキャンプを行うことができまし

た。キャンプファイヤでは杉並 9 団の「団結踊り/ハイシキズンバ」が面白くてへとへとにな

るまで踊りました。 

6/17 体験会奉仕に参加しました。訓練のおかげで時間はかかりましたが、無事に「さばめし」

を作ってカブスカウトに指導することができました。水元公園はとても広くてキャンプもでき

るところです。次回はぜひボーイ隊でキャンプしてみたいところです。 

6/24 あすなろ地区主催救急法講習会に参加しました。午前中の消防署の普通救命救急講習と

午後の地区指導者による実技を含む講習、ともに熱心に受講しました。去年も参加しましたが、

「こういうものは忘れるものだから、毎年受

けるべきだ」というスカウトからの頼もしい

意見により２年連続の参加となりました。 

7/1 海の日連休に行う、訓練キャンプの準備

を行いました。また 8 月上旬に石川県珠洲市

で行われる第 17 回日本スカウトジャンボリ

ーの壮行会が団行事としてあり、参加者に記

念品が送られました。全国、そして海外から

も参加のある大きな大会でたくさんのことを

経験してきて欲しいものです。 

7/14-16 平塚市の湘南平野営場で 2 泊３日の夏季キャンプ準備キャンプを行いました。天候

に恵まれ、ハイキングで街中に出ると暑かったですが、サイトは森の中で日中はまずまずでし

た。ジャンボリーに向けて、サイトのゲートを作っ

てみました。本番への準備は最終段階です。 

7/22 １７ＮＳＪあすなろ地区壮行会が参加スカ

ウトを招集して「ゆう杉並」で開催されました。全

隊が集合して杉並区の方や地区委員長から激励の言

葉を受けました。 

7/29 さくら地区(台東区、文京区、荒川区、足立

区)が毎年行っている隅田川花火奉仕に、参加しまし

た。本来は 7/28(土)に行われるところ、雨で翌日に

延期になりました。橋の上での警備でしたがスカウ

ト達は花火を鑑賞する暇もなく、通行人の誘導案内任務を果たしました。 

 

（第 17 回日本スカウトジャンボリー、および夏季キャンプの報告は８月の活動報告でご連絡

いたします） 

 

ベンチャー(VS)隊 

6/2 神道章講習会事後課題である 5 社巡りをスタートさせるため、福田くん

が大宮八幡宮に向かいました。清掃奉仕から始まり、宮司様からお話を賜りま

した。終了後、ＢＳ隊の指導者会議に参加しました。 

6/3  3 名のスカウトが各隊の体験会イベント、午後の保護者会にそれぞれ参



 

 

６，７月のスカウト進歩情報 

 

加しました。（ＢＶＳ：坂下くん ＣＳ：田代くん ＢＳ：福田くん） 

6/24 あすなろ地区救急法講習会に３名全員のス

カウトが参加しました。 

7/14-16 福田くんが上級班長としてボーイ隊夏

季訓練キャンプに参加しました。ベンチャープロジ

ェクトの一環で、事前にＢＳ隊指導者と打ち合わせ

しながら、本キャンプの計画を担当しました。17

ＮＳＪに参加するスカウトを対象に技能訓練を実

施して欲しいという要望から、ハイキング、ロープ

結び、救急法をプログラムに取り入れました。 

7/15 坂下くんがビーバー隊の集会に奉仕参加し、集会の運営をサポートしました。 

7/22 福田くんが隊運営会議に参加し、上半期のベンチャー活動について、報告しました。ま

た、自身の富士スカウト章課目の取り組みについて、スケジュールを再確認しました。 

 

（夏季キャンプの報告は８月の活動報告でご連絡いたします） 

 

ローバー(RS)隊 

6/9 八王子市のひよどり山キャンプ場で第17回

日本スカウトジャンボリーの訓練キャンプが行わ

れ、沼上さんが地区ローバーの一員としてサポート

参加しました。 

6/16 小倉くんと沼上さんがあすなろ地区で行われた第 24 回世

界スカウトジャンボリーの面接の事前勉強会に参加し、第 22 回世

界スカウトジャンボリーの時の経験をスカウトに伝えました。 

6/17 ビーバー隊・カブ隊の活動体験ハイキングに、小倉くんと

山田くんがサポート参加しました。主に野外調理のかまど管理を担

当しました。 

6/28 沼上さんが地区協議会に出席し、３月に行われたあすなろ

地区ローバーハワイ派遣の報告を行いました。 

6/29 地区ローバースカウト定例会が行われ、沼上さんと小倉くんと本さんが参加しました。 

 

（第 17 回日本スカウトジャンボリーの報告は８月の活動報告でご連絡いたします） 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BVS： Ｓ．Ｏ．さん 

Ｋ．Ｙ．くん 

Ｓ．Ｓ．さん 

Ｓ．Ｓ．くん 

Ｔ．Ｙ．くん 

Ｈ．Ｗ．くん 

Ｒ．Ｔ．くん 

Ａ．Ｔ．くん 

一年章、小枝章 5 本目 

小枝章３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 

小枝章 1 本目 

小枝章 1 本目 

CS： Ｈ．Ｍ．くん 

 

Ｋ．Ｍ．さん 

 

Ｒ．Ｋ．さん 

Ｍ．Ｏ．さん 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「手伝い」 

「特技博士」「料理家」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章 

「ｱｲｽｽｹｰﾄ選手」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「特技博士」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝ」 

 

https://www.facebook.com/bsnakano8/media_set?set=a.1459004010859884.1073742076.100002508987268&type=3
https://www.facebook.com/bsnakano8/media_set?set=a.1459004010859884.1073742076.100002508987268&type=3
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スカウト豆知識 

 
 

 

 

８月に行われた第 17 回日本スカウトジャン

ボリー(17NSJ)。中野８団からは７名のボー

イ隊スカウトと２名の指導者が参加しました。

また運営側で１名の指導者と１名のローバー

スカウトが支援参加しました。 

ジャンボリーは４年に１回行われるボーイス

カウトの祭典です。地元から班や隊を組んで

参加し野営(キャンプ)をしながらアクティビ

ティーに参加したり各地からの参加スカウト

と交流をします。野営は生活の手段であり、

目的ではありません。 

今回の 17NSJ は 8/4～8/10の日程で石川県

珠洲市で行われました。8/5 に開会式、8/7

に大集会、8/9 に閉会式と 3 回の全体集会が

ありました。大集会にはこれまで同様、皇太

子殿下のご臨席とお言葉がありました。これ

が最後の参加となられたと思います。またボ

ーイスカウトアンバサダーである宇宙飛行士 

野口聡一氏からもお話しがありました。 

次回、18NSJ は 2022 年に東京で予定されて

います。その時にボーイ隊スカウトになる皆

さんは、是非参加して下さいね。 

また来年はアメリカ(ウエストバージニア)で

第 24 回世界ジャンボリー(24WSJ)が行われ

る予定で、中野８団からも 1 名のスカウトが

参加予定です。こちらは世界規模のジャンボ

リー、NSJ とは違った感動が得られることで

しょう。 

その他の今後のジャンボリーの予定は以下に

なります。 

2021 16WSM(世界ｽｶｳﾄﾑｰﾄ) アイルランド 

ローバースカウト年代のジャンボリー 

2023 25WSJ 韓国  

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 

 

 
 

 

 

「いやさか」 
「いやさか」は、日本古来の言葉で「弥栄」と書き「ますます栄える」という意味です。ボーイス

カウト日本連盟が設立されたころに日本の指導者の育ての親であった佐野常羽氏が、イギリスの研

修所で日本の祝声を披露する機会に「いやさか」を使ったことに始まります。いやさかの声や意味

がスカウトの祝声としてたいへんよいことから、万歳のかわりに、相手を賞賛するときなどに使い

ます。カブスカウトは動物の鳴き声にちなんで「ウォー！」ビーバースカウトは小さなスカウトに

わかりやすく、「ビーバー！」を祝声に使っています。 

リーダーの活動 

6/7 地区円卓会議  

6/10 夏キャン下見  

6/22 地区委員会  

6/23,
24 

育フェス奉仕 
 

6/24 地区救急法講習会奉仕  

6/24 東連 SFH 担当者研修会  

6/25 地区各種委員会  

6/25 地区コミ会議  

6/27 17NSJ 隊長会議  

6/28 地区協議会  

7/1 団会議 
 

7/5 地区円卓会議  

7/8 コミッショナー集会  

7/22 17NSJ 装備搬出  

7/25 17NSJ 隊長会議  

7/30 地区各種委員会  

7/26 地区委員会  

7/30 地区コミ会議  

活動で見つけ

たほのぼの話 

＊ 活動の写真はホームページにアップされています。 

個人情報保護のため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。 

現在、夏キャンプまでの写真がアップされています。 

http://bsn8.world.coocan.jp/ 
 
 

 

https://www.facebook.com/bsnakano8/media_set?set=a.1459004010859884.1073742076.100002508987268&type=3

