
 
 

 

ビーバー(BVS)隊  

5/9 「身の回りの記号マークについて知ろ

う。」がテーマのオンライン隊集会。普段見慣れ

ている「道路標識」や「コンビニ」のマークを記

憶をたよりに描いてみたり、家の中のいろいろなマークを探してみました。文

字が読めなくてもその記号、そのマークがあることで注意

することやルールが分かります。環境のことやオリンピッ

クの競技の記号など、様々な記号やマークが身の回りには

たくさんあることがわかりました。 

5/16 ちかくの公園に出かけてみよう。4 月の隊ハイクで

街中に出かける予定でしたが、中止になったので、近くの

公園紹介を兼ねて、公園の特徴を記録する課題に取り組みました。スカウトが良くいく公園が

紹介されました。参加者4人、一人ひとりが1文字を書いてその文字で言葉を作ってみました。

2 文字の言葉は出来たけど、急に出てきた 4 文字を並びかえて 4 文字の言葉を作ることは難し

かったね。その後は、「き」のつくことばをたくさん出してみました。2 年生はさすがにたく

さんの言葉を知ってたね。そのあとは家の中にあるものでの”しりと

り”。言葉を使った集会と

なりました。 

5/30 「おうちじっけん

しつ」というテーマのオン

ライン隊集会を行いまし

た。今回は２つのことをし

てみました。１つ目は、「一円玉が水にうく？」水

を張った容器に一円玉を入れるとどうなる？初め

は揺れながら沈んでいく一円玉も工夫してみたら浮かせることができました。集中力高めて誰

が一番早く浮かせられるか競争してみました。浮かせた一円玉（3 個）の上

にさらに 1 円玉を乗せることもできました。他のお金は重くて浮かばない

ことも分かりました。2 つ目は「バナナにもじが・・・」バナナに傷をつけ

ると黒く文字や絵が浮かび上がってきました。他の果物の皮にもかけるの

かな？その後のバナナは美味しくいただきました。 

 

カブ(CS)隊             

5/9 オンライン隊集会 テー

マ「おなかは天才である！」ヤ

クルトとのコラボレーションバ

ッヂである“おなかエキスパー

ト章”の取得プログラムとして、前回の組集会

で学んだあと、おうちでの宿題を持ち寄って組

ごとと全体で発表し合いました。 

(1)１週間のうんち観察 自分のうんちを観察

し隊長・・・じゃなくて体調を知る。普段ではあり得ない言葉を全員が

乱発してました（笑）みんな結構体調は良さそうで安心。 

(2)健康レシピ 各家庭で乳酸菌などの体の良

い料理を考えて発表。納豆やヨーグルト、キム

チが人気でした。スポンサー応援レシピのヤク

ルトゼリーなどもありました。 

(3)最後におなかエキスパート宣言。食事とう

んち、睡眠時間も健康に関係があることを学ん
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で、早寝早起きに。しっかり朝ごはんと朝うんちが浸透しました。 

仕上げにおなかエキスパート宣言の発表に加え、それぞれ考えた健康レシピをおうちで作って 

おいしく食べたら修了です。美味しそうな料理の写真が続々到着しました。 

5/16 オンライン組集会 月間テーマ「記号を追

って明日を目指せ」１回目。まずは家の中の記号、

マークなどの探索ゲーム。みんなマークの言葉に引

かれてエコマークなどを多く探してくれました。そ

の後、いろいろな種類のマークがあることを学びま

した。数学、地図、音楽記号や、会社のマーク、家

紋にいたるまで。制服にもいっぱいマークが付いて

いました。次は一目で理解しやすい必要があるマー

ク、道路標識を色（青、赤、黄）と形（〇、▽、□）

に種類分けして考えてみました。 自動車向け、自転車向け、歩行者向けの標識があることも覚

えてくれたかな？ 最後に、ボーイス

カウトで使う記号、追跡記号につい

てベテランリーダーから教えてもら

いました。もともとアメリカ連盟の

初代総長だったシートン動物記のシ

ートンが深く関わって、インディア

ンの記号を使って自然に溶け込んだ

活動からスタートしたそうです。今

日学んだことを、これからの街中ハ

イキングや追跡ハイキングで生かす日が楽しみです。 

5/30 オンライン組集会 月間テーマ

「記号を追って明日を目指せ」の2回目。

前回、身の回りに記号やマークがいっぱい

あることを知って、道路標識を種類別に覚

えて、ボーイスカウトのハイキングで使用

している追跡記号についても学びました。

その後の宿題で家の中と外の危険な場所、

安全にするにはどうすれば？そしてそれ

を実行する事に取り組んでの組集会。先ず

はKYTシートで危険な場所や危険な行動

をクイズ形式で考えた後、昨年に続いてセ

ーフティエキスパートの課題に取り組みました。しかとくまのスカウトは 2 回目だけど、チャ

レンジ章は授与された時がゴールでなく、準備が出来

たことを意味して常に意識する事を理解してくれたか

な？ またボーイスカウトとして、常に“注意”して、危

険そうな場所を見つけたら“観察”して、どうすれば良い

か“推理”し考えるのも大切です。今年初めて取り組んだ

作戦途中入隊のスカウトとうさぎスカウトは、課題は

クリアし、あとは“セーフティエキスパート宣言”の

宿題を残すのみです。 

 

ボーイ(BS)隊  

5/9 オンラインで班集会を行いました。ハイキングに必要なコンパスの使い

方を訓練し，16 方位の呼び方を使ったゲームを行いました。5 月の月間テー

マとして“野外工作物”を設定し，ロープ結びの訓練を行いました。 

5/16 オンラインで班集会を行いました。前回に引き続きロープ結びの練習を

行い，より難しいレベルへ挑戦しました。丸太とロープだけを渡されて“料理のためのかまど

を作って”と言われたとき，どのような結び方を知っておかなければならないか…。 



5/30 オンラインで隊集会を

実施しました。2 週間前の集

会で与えられた課題に挑戦し，

各自で作成したノッティング

ボード（ロープの結び方の標

本）またはミニチュアの野外

工作物（立ちかまど，吊り橋

など）の発表会を行いました。 

 

ベンチャー(VS)隊 

5/9 ボーイ隊のオンライン班集会に 3 名のスカウトが参加しました。主に、

ボーイ隊スカウトの小グループである「班」にファシリテーターとして奉仕し、

班員の取り組みと円滑なグループディスカッションをサポートしました。 

5/16 先週に引き続き、ボーイ隊のオンライン班集会に 3 名のスカウトが参

加しました。 

5/30 ベンチャー隊会議をオン 

ラインで実施し、4 名が参加し 

ました。4 月、5 月の振り返り 

をメンバー間で共有し、課題と 

現状を整理しました。今後の活 

動方針として、①コミュニケー 

ションをより密にすること、 

②戦略的にジュニアリーダー奉 

仕（後輩スカウトの指導）を進 

めること、③長期休暇を利用し 

た進級挑戦の企画を始めること 

の 3 つを確認しました。また、 

ベンチャー隊会議前には、ボー 

イ隊オンライン隊集会に奉仕し、 

ロープワーク技術指導を行いま 

した。 

 

5月のスカウト進歩情報 

BVS 

 

Ｍ．Ｓ．さん 

Ｅ．Ｃ．くん 

Ｋ．Ｙ．くん 

Ｈ．Ｙ．くん 

Ｙ．Ｍ．さん 

 

小枝章 4 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 

CS Ｓ．Ｏ．さん 

Ｒ．Ｋ．くん 

Ｈ．Ｙ．くん 

Ｈ．Ｗ．くん 

Ｓ．Ｏ．くん 

Ｂ．Ｋ．くん 

Ｋ．Ｓ．くん 

Ｔ．Ｔ．くん 

Ｃ．Ｔ．さん 

Ｒ．Ｔ．くん 

Ａ．Ｔ．くん 

Ｔ．Ｙ．くん 

Ｔ．Ｉ．くん 

Ａ．Ｕ．さん 

Ｉ．Ｏ．さん 

Ｋ．Ｏ．さん 

Ｙ．Ｋ．くん 

Ｙ．Ｋ．さん 

Ｔ．Ｃ．くん 

Ｎ．Ｎ．さん 

Ａ．Ｙ．くん 

Ｋ．Ｙ．くん 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

おなかエキスパート 

 



 

スカウト豆知識 

世界機構 

ｱﾒﾘｶ連盟 日本連盟 ｲｷﾞﾘｽ連盟 

東京連盟 神奈川連盟 大阪連盟 

世田谷地区 あすなろ地区 城東地区 

北海道連盟 

大都心地区 

杉並３団 中野８団 江東６団 

 

 

  

  

 

  

  

    

    

    

  

  

 

 

 

6/6 にオンラインで総会と各隊保護者会を行

いました。たくさんの方にご参加いただきあり

がとうございました。また総会資料についても

Google Drive での共有とさせていただきまし

た。この１年の間にすっかりオンラインでの集

会や会議が定着してきたと思います。在宅勤務

という働き方も含め、「窮すれば通ず」「必要

は発明の母」という言葉を改めて感じさせられ

ています。また新型コロナ対策についてもワク

チン接種が始まりました。徐々に通常の生活に

戻るに従い、スカウト活動もこれまでの形に戻

れることを期待したいと思います。緊急事態宣

言が解除され、活動も少しずつ再開していきま

す。まん延防止等重点措置下では、まだしばら

く活動の制限はありますが、その時にできる形

での活動を行っていきます。引き続き保護者の

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「組織のしくみ」 

 ボーイスカウトは世界的な組織です。ですから、トップには「世界連盟」があり

ます（正確には「世界スカウト機構」といいます）。その下に各国ごとの連盟が位置づけられ

ます。日本では「日本連盟」。そして都道府県別に地区組織を編成しています。世界連盟＞日

本連盟＞東京連盟＞あすなろ地区(中野区・杉並区)＞中野８団 というしくみです。“地区”

というのは市町村区のような位置づけですが、もう少し大きな範囲となります。現在東京連盟

内には 14 の地区があります。 

リーダーの活動 

5/9 団会議（OL） 
 

5/10 地区 10 周年ｲﾍﾞﾝﾄ

準備委員会（OL） 

 

5/6･15 地区円卓会議（OL） 
 

5/16 ﾘｰﾀﾞｰ会議（OL） 
 

5/17 地区 10 周年ｲﾍﾞﾝﾄ

準備委員会（OL） 

 

5/22 東京連盟総会  

5/22 コミ G 会議  

5/23 ﾘｰﾀﾞｰ会議（OL） 
 

5/23 体験会下見  

5/24 東連部門別コミ

会議（OL） 

 

5/27 地区委員会（OL） 
 

5/30 団会議（OL） 
 

＊ 活動の写真は団の Google Drive で共有しています。 

ご希望の方は各隊隊長にご自身の Google アカウント

をご連絡ください(Google アカウントをお持ちでなく

ご希望の方はアカウントを作成ください。無料で簡単に

作成できます)。 

＊ Facebook ページで活動の様子を報告しています。 

アカウントがなくても閲覧いただけます。 

https://www.facebook.com/nakano8/ 

 

 

活動で見つけ

たほのぼの話 


