
 
 

ビーバー(BVS)隊  

11/10 もみじ山公園で

おにごっこや自然の物を

使ったゲームをして、連

盟歌の練習をしました。

その後は中野区のイベント「なかのまち

めぐり博覧会」のボーイスカウトコーナ

ーに遊びに行きました。目隠ししてゴー

ルに目指すゲーム（暗夜行路）やロープに当たらないように歩くゲーム（クモの糸）、物を記

憶するゲーム（キムズゲーム）など、いろんなゲームを楽しみました。 

11/18 もみじ山公園で「だるま

さんが転んだ」や背中に貼ったも

のを当てるゲーム（野菜交差点？）

をしました。保護者の方も一緒に

遊びました。そのあとはクリスマ

ス工作として、リースづくり。折

り紙のサンタを折ることは共通

で、それ以外は各自イメージを膨らませながら作りました。出来上がったらみんなで集合写

真！！ 

12/1 次回はさよならパーティー。団のみんなと一緒に元

気に歌えるように連盟歌の練習をしました。また、テーマが

世界なので世界の知っている国を出し合ったり、BVS 隊の出

し物として「パプリカ」の歌とダンスの練習をしました。多

くの子ども達が知っていることもあってゲストに来たお友

達も一緒に元気に練習ができました。 

 

カブ(CS)隊  

11/3 親子ハイキングとして、ちょ

っと遠出の三浦半島の津久井まで、

三浦富士ハイキング+みかん狩りを

楽しみました。三浦富士は標高

183m と低登山なのに景色が最高！東京湾と相模

湾を臨む絶景が楽しめました。秋晴れだったらさぞ

かし… 残念。その後、砲台跡まで行って昼食。前

週の計測組集会の成果を試すべく、砲台跡の直径を 

補足や足のサイズ、ロープなどでデンコーチの指導

のもと計測しました。その後は待ちに待ったみかん

狩り！持ち帰り無しで食べ放題なのですが、じっく

り味わう者、数の勝負に挑む者、人それぞれでした。

最多 12 個！美味しいみかんと、収穫できた感謝を、地球に雨に太陽に農家の方々を含めたす

べての人に感謝です。 

11/10 カブ隊はお休みでしたが、中野四季の杜公園で行わ

れた中野まちめぐり博覧会＜まるっと中野＞ボーイスカウ

トコーナーに、カブ隊希望者でお邪魔しました。ボーイスカ

ウトにまつわるゲームコーナーのスタンプラリーで、観察、

五感、技能を使い楽しく競うゲームを 

楽しみました。 ボーイスカウトの楽しさをみんなが知って

くれて仲間が増えてくれたらいいな！ 

１１、１２月の活動内容報告 



11/10 10/22 から延期となったカブスカウトによる天皇

陛下御即位 祝賀御列の儀（パレード）奉仕。14:00 絵画館

前集合。他に自衛隊の音楽隊やガールスカウトの集合場所

になっていて結構集まっていました。所定の場所に自衛隊

の列が！ビシッと行進してきて、みんな「カッコイー」を

連発。前のめりになるところを注意されながら待ちに待っ

て、通り過ぎたのは直ぐだったけど、一生懸命旗振って お

会いできて感動して帰りました。 ( 参列したボーイスカウ

トは、パレードの写真撮影は禁止されたので、パレード前

後の写真です) 

11/17 翌週 11/24 に開催されるあすなろ地区のカブラリーの準

備集会。3 つのミッションをこなしました。①狩りの歌を覚える、  

②名刺交換用名刺 10 枚作製、③紙皿フリスビー作成 です。 

フリスビーの決まりは、20-30cm の紙皿使用と、紙皿 2-3 枚使用の

二つだけ。リーダーと選任インストラクターは、いかに美しく飛ぶか

を考えて最適な形を考えましたが、スカウトにはそれを教えず、自分

たちが考えて思ったように作らせることにしました。みんな個性的な

フリスビーになったけど、自分の思い通りに作ったからきっと思い入

れが出来ると思う！カブラリーでの入賞を狙います。ドラコン賞、ニ

アピン賞、デザイン賞！ 

11/24 善福寺川緑地公園において、あすなろ地

区カブラリーが開催され、中野 8 団カブ隊は 17

名参加しました。朝の雨模様で参加者は減ったけ

ど、4 組とも手製の名刺 10 枚と、紙皿フリスビー

を持って参加。テーマは“山賊の大冒険 〜怪人を

やっつけろ〜”  あすなろ地区ローバーの企画／

進行で、各隊 事前に組集会で準備をして、発表

の場としての隊集会の流れで、カブラリーとなり

ました。組集会での紙皿フリスビー作りで、完成

例を示さなかったので、中野 8 団カブは個性的な

デザインが多くて、見事、デザイン賞に 1 位と 3

位で入賞して、スカウトは大喜び！組別ではフリスビーのゲームにて 3 位入賞を果たしまし

た！ 名刺交換やシッポ取りで、もうちょっと積極的に責めて欲しかったけど、地区の仲間と

触れ合う良い機会でした。 

12/1 いよいよ年内最後の団行事、さよならパーティーで披露する

劇の練習集会として、時間が足りず、午前午後のダブルヘッダー組

集会！ 今回は世界がテーマなので、夏キャンでみんな頑張ってス

トーリーから考えて演じたインディアンのスタンツの改良版！ 

練習と衣装づくりで忙しい日でした。 

12/22 好例の PWD(パインウッドダービー)地区大会に向けて 

中野 5 団カブ隊のみんなと合同で、車工作集会を午前午後で行ない

ました。 デザインを台紙に

書いて、木に写して、ノコギ

リで切って、ヤスリをかける

ところまでの予定が、速いス

カウトは色塗りまでいきまし

た。インストラクター、リーダー、保護者の皆さんのお

手伝い、助かりました。みんな、早く車輪を付けて走ら

せたいところだけど、それは次回のお楽しみとなりまし

た。 

 



ボーイ(BS)隊  

11/4 野川公園でデイキャンプを行

いました。班で事前に決めたメニュー

に従い、武蔵小金井駅近くのスーパー

で食材を購入し、野川公園を目指しま

した。午前中は秋の味覚調理コンテスト。フェニック

ス班はサツマイモ入り豚汁、栗ごはん、トラ班は鮭（秋

鮭）ホイル焼き、サツマイモ炊き込みごはん、焼きリ

ンゴで、どちらも美味しくできあがりました。午後は、

技能検定会と

して、火起こ

し、100m を誤差５％での歩測、手旗を使って文章の

送信・受信のなどを行い、班集会での練習の成果を確

認しました。 

11/10 中野まちめぐり博覧会ボーイスカウトコー

ナーの運営奉仕を行いました。中野８団ではスカウト

主体で、班会議で計画した「スカウト制服違い比べ」

「スカウ

ト用品

12 種記憶力」ゲームを運営しました。 

11/24 あすなろ地区主催の「信仰奨励章取得挑

戦集会」に参加しました。ボーイスカウトでは、何

らかの信仰をもつことを奨励されています。「信仰

奨励章」は信仰について考える第一歩の課目になり

ます。今回はキリスト教について学びました。 

12/1 班会議を行い、「信仰奨励章」課題の一つ

である「年間を通した奉仕活動」について、何を行

うか話し合い、毎回の活動場所の近隣の公園や中野

駅で清掃活動を行うことを決めました。また、さよ

ならパーティーで披露するスタンツの概要を話し

合いました。 

12/31-1/1 明治神宮でのかがり火奉仕に参加しましたが、残念ながら強風で「かがり火」

が中止になり奉仕は中止となりました。 

 

ベンチャー(VS)隊 

11/4 Ｋくんが野川公園で行った BS 隊のデイキャンプに奉仕参加しました。 

11/10 あすなろ地区の各団で実施したイベント「なかのまちめぐり博覧会 

で、ＫくんとＹさんが、中野８団の出し物ブースで運営に参加しました。遊び

にくる子どもたちの相手をして間違い探しゲームを指導しました。 

12/10 隊会議を開催し、ＫくんとＹさんが出席しました。今後の進級計画を見直して、次の

段階へ一日も早く進級できるようにスケジュールを見直しました。Ｙさんは9月までに1級を、

Ｋくんは 6 月までに隼を取得するつもりです。また、さよならパーティでの WSJ 報告とその

他の運営支援についても打ち合わせを行いました。 

12/15 さよならパーティーで、Ｋくんに技能章の世界友情章と測量章が授与されました。新

課程の BS ならびに VS の課題として技能章は大事なものですが、取得することによって他の

スカウトに教えることができ、より高度なスカウティングを目指すものです。 

12/31-1/1 明治神宮でのかがり火奉仕にＫくん、Ｙさんが参加しました。かがり火の警備

を行う予定でしたが、強風のためかがり火が焚かれないことになったため、予定を変更して明

治神宮内パトロールを行いました。立ち入り禁止になっていく区域に入り込んでいる人はいな

いか、など通常入る事のできない場所を歩き回るという逆に貴重な体験になりました。 

 



ローバー(RS)隊 

11/13 Ｍくんが、第 15 回「スカウトと社会をつなぐ場所」に参加しました。

このイベントは、企業や団体にご協力いただき、これから社会に出ていくロ

ーバースカウト年代を対象に、スカウト活動で培ったスキルや体験を企業・

社会でどのように活かすことができるかをディスカッションする場として、

日本連盟が継続的に実施しています。第 15 回は、明治大学駿河台キャンパスにおいて、ライ

フネット生命株式会社取締役副社長 西田政之氏をゲストに、「VUCA の時代に求められる人

材像」について、８つの県連盟から参加した 20 名のスカウトがディスカッションを行いまし

た。 

この他、Ｔくん、Ｆくんが担当隊の奉仕に参加しました。 

 

 

 

 

１１、１２月のスカウト進歩情報 

 

BVS： Ｒ．Ｔ．くん 

Ｋ．Ｏ．さん 

Ｔ．Ｉ．くん 

Ｈ．Ｋ．さん 

小枝章 5 本目 

小枝章 4 本目 

小枝章 3 本目 

小枝章 1 本目 

CS： Ｋ．Ｋ．くん 

 

 

Ｙ．Ｋ．くん 

 

Ｈ．Ｔ．さん 

 

Ｉ．Ｔ．くん 

 

Ｍ．Ｓ．さん 

 

Ｎ．Ｔ．くん 

 

Ｈ．Ｏ．さん 

 

Ｒ．Ｔ．さん 

 

Ｊ．Ｙ．くん 

 

Ｅ．Ｓ．くん 

Ｙ．Ｏ．くん 

 

Ｒ．Ｋ．くん 

Ｙ．Ｓ．さん 

Ｙ．Ｓ．くん 

カブブック「しか」 

チャレンジ章「自然保護」「災害救助員」「水泳選手」 

「料理家」 

カブブック「しか」 

チャレンジ章「自然保護」「災害救助員」 

はるな カブブック「しか」 

チャレンジ章「技術博士」「料理家」 

いつき カブブック「しか」 

チャレンジ章「自然保護」「音楽家」 

カブブック「しか」 

チャレンジ章「自然保護」 

カブブック「しか」 

チャレンジ章「自然保護」 

カブブック「しか」 

チャレンジ章「自然保護」 

カブブック「しか」 

チャレンジ章「自然保護」 

カブブック「しか」 

チャレンジ章「自然保護」 

カブブック「しか」 

チャレンジ章「自然保護」「自転車博士」「救急博士」 

「料理家」「園芸家」 

チャレンジ章「自然保護」「災害救助員」 

チャレンジ章「手伝い」「料理家」 

チャレンジ章「自然保護」 

VS： Ｒ．Ｋ．くん 技能章「世界友情章」「測量章」 

 Ｎ．Ｙ．さん ２級章 

 



さよならパーティー 

毎年恒例 12 月のさよならパーティーが、12/1５にさくら館（城山ふれあいの家）で行われ

ました。今年の統一テーマは「世界に羽ばたく nakano8！」でした。 

 

＜活動発表会＞ 

夏にアメリカで行われた第 24 回世界スカウトジャンボリーに参加したベンチャー隊のＫくん

がパワーポイントを使って活動報告をしました。 

その後、世界の歌と踊りを織り交ぜながら、各隊がスタンツを

発表しました。 

＜ビーバー隊＞みんなが参加して

練習できる集会がなかったので、

みんながよく知っている「パプリ

カ」をおどることにしました。 

＜カブ隊＞組ごとに、夏キャンプ

でのインディアンをテーマに劇を

発表しました。人種融和、自然環境保護などが散りばめられた、

みんなが考えたストーリーでなかなかの出来栄え！ 

＜ボーイ隊＞出し物の劇（スタンツ）について、前回の集

会で概要は話し合いましたが、全員集まっての打ち合わせ

はできていませんでした。植草君を中心にストーリーの確

認と配役を短時間で決めて、演じました。 

 

＜昼食＞ 

保護者の協力を得ての世界

の料理。ビーフストロガノ

フ(ロシア)、ハンギ料理(ニュージーランド)、タコライス(メキ

シコ)、チョレギサラダ(韓国)を、各国の挨拶を言ってから、美

味しくいただきました。午後のおやつはタピオカミルクティでし

た。 
＜ゲーム大会＞ 

午後は縦割り班によるゲーム大会にプレゼント交

換。普段一緒に活動はしていないスカウト同士で

も協力してゲームに取り組んでいました。プレゼ

ント交換は世界の国名が書かれたプレゼントを探

すゲーム。プレゼントを開いた時の表情も様々で

微笑ましい瞬間でした。 

 

 

 

  

とぴっくす 



スカウト豆知識 

 
 

 

 

 

さよならパーティーでは、今年も多くの保

護者の方々に、昼食づくりのお手伝いをい

ただきました。ありがとうございました。

今回は久しぶりのご飯メニュー。各国の「ご

飯の上に乗せて食べる料理」が並びました。

スカウトが取りに来た時には、好みの料理

の国の挨拶の対応もしていただきました。 

おかげでスカウト達はみな、お腹いっぱい

お昼を楽しみました。余ったご飯にはふり

かけを混ぜて“賄い”までできていました。

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

 

 

 

 

 
 

 

「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。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。この発声はボーイ隊以上のスカウト・指導者に使われます。帽子を右手で持って

右足を一歩引き、代表の「おめでとう！」の後に賞賛する側全員で「いやーさか！」と３回唱えな

がら、帽子を持っている右手を同時に振り上げます。その間、賞賛される人は敬礼で受けます。返

礼は「ありがとう！」の後に同じように「いやさか」三唱。その間は拍手です。 

カブスカウトは、カブ(Cub＝けものの子)らしく「おめでとう！ウォーウォーウォー！」「ありが

とう！ウォー！」（返礼のウォーは１回）、ビーバースカウトは小さなスカウトにもわかりやすい

ように「おめでとう！ビーバー！」「ありがとう！ビーバー！」いずれも右手は帽子を持たずにこ

ぶしを振り上げるスタイルです。     

リーダーの活動 

11/2-4 ｺﾐｯｼｮﾅｰ研修所  

11/3 団会議  

11/7 地区円卓会議  

11/9 即位を祝う国民祭典

誘導奉仕 

 

11/10 まるっとなかの奉仕  

11/19 東連ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ委員会  

11/22 地区委員会  

11/24 信仰奨励章集会奉仕  

11/25 地区各種委員会  

11/25 地区ｺﾐｯｼｮﾅｰ会議  

11/30 地区指導者ｾﾐﾅｰ  

11/30
-12/1 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ指導要員等 

野営技能研修会 

 

12/1 団会議  

12/5 地区特別円卓  

12/7 東連ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ指導要員

研究集会 

 

12/8 東連進歩に関する

研究集会 

 

12/14 東連ｺﾐｯｼｮﾅｰ集会  

12/17 東連ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ委員会  

12/21 地区委員会  

12/23 地区ｺﾐｯｼｮﾅｰ会議  

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://members2.jcom.home.ne.jp/bsn8/ 


