
 
 

ビーバー(BVS)隊  

6/6 オンライン隊集会「バランスチャレン

ジ」をテーマに行いました。紙皿と全身を使

ったゲームと紙皿で作った装置にペットボト

ルのキャップを乗せてみたり。慎重に、でも

スピード勝負で 5 個早く乗せられたのは・・・ その後

は、紙コップに洗濯ばさみを繋げて

いきました。ルールは紙コップとの接点は 1 か所だけとすることと手

を放しても自立していること。スカウトたちのアイデアが出ていまし

た。そのほか、キャップを重ねてみたり、洗濯ばさみでカウントをと

ったじゃんけんをしたり、みんなで競ってみました。 

6/27 久しぶりの対面集会。「にんじゃし

ゅぎょう」(忍者修行)をテーマに活動しました。手作りの忍者の衣

装を身にまとい、バランスを取ったり、音を立てずに早く静かに走

る訓練をしました。そのあと公園内に身

を隠したり、相手の変身を見破ったり。

ネッカチーフを引く訓練では反射神経が

試されました。最後に折り紙で手裏剣を

作って、狙ったところ

に、またまた遠くに飛

ばす訓練も。いろんな

技が使えないといけないから忍者になるっての

も大変だ。でも無事訓練についてこれたみんな

はもみじ山の一人前の忍者になれました！久し

ぶりの対面集会だったので、渡せなかった小枝

章などの授与もできました。 

7/4 ボーイスカウト体験会 “ボーイスカウ

トの自然はともだち！（都会編）”多くのゲストに参加いただ

きました。ビーバー

隊は未就学児と 1-2

年生のゲストのお友

達と一緒に活動しま

した。あいにくの雨

のため、室内のみの

プログラムとなりま

したが、小枝を使ったゲ

ームと工作をしました。

チームに分かれての小枝

集めのゲーム、小枝を並べるゲーム、全体では持っている小枝を紹

介するゲーム。小枝だけでもいろんな遊びをやってみました。その

後は、1 本の小枝を選んで、えんぴつのペンダント作り。削るのは

リー

ダーたちに協力してもらい、色

を塗ったり毛糸を巻き付けた

り、素敵なペンダントにいなり

ました。そのあとは、松ぼっく

りのボーリングやじゃんけんゲ

ームを通して自然体験ができま

した。 

６・７月の活動内容

報告 



7/11 ボーイスカウト体

験会 “ボーイスカウト

の自然はともだち！（野

原編）” 

前週に引き続いて体験会

が行われました。梅雨の

合間の晴れた今回の舞台

は足立区舎人公園。たく

さんのお友達が遊びに来てくれました。ビーバー隊では

公園の入口でグループわけをしてそのグループ毎に課題を解き

ながら、キャンプ広場を目指しました。課題である公園で見ら

れる草花や水辺にいる鳥を探したり、公園の名物を見つけた

り、グループ毎で協力をしてシ

ョウブ田や大池、お花見広場を

通ってゴールを目指して歩きま

した。キャンプ広場に着いてか

らは、お昼ご飯を挟んでボーイ

隊が立

てたテ

ントに

入ってみたり、かまどの火を眺めてみ

たり、公園の草花を使ったネイチャー

ゲームしたりしました。オオバコ相撲

で競い合ったり、鬼ごっこをする中

で、初めて会ったお友達とも一緒に活

動が出来ました。 

07/25 オンライン隊集

会 「ビーバーオリンピック」というテーマでオリンピックにちなんだ集会を

しました。オリンピックのカラーを家の中から探して五輪の順に並べてみた

り、入場行進で様々な国旗が見られたことからオリジナルの国旗を書いてみま

した。また、オリンピックのピクトグラムを見ながら様々な競技を知りました。手足を動かし

たり、ティッシュなど身の回りのものを使って様々な競争もしてみました。オリンピックで世

界やスポーツに興味をもってもらえたらと思いました。 

 

カブ(CS)隊             

6/6 オンライン隊集会 月間

テーマ「記号を追って明日を目

指せ」 

最初の組集会で記号やマーク、

道路標識とハイキングの追跡記号について学ん

で、2 回目の組集会

で、家の中と外の危険

な場所と安全について考えました。 うさぎスカウトは合わせてセー

フティエキスパート取得にも挑戦しました。最後の隊集会は、“記号

を探すハイキング！ ついでに夏も！”と題して、雨模様でしたが保

護者との個別ミニハイキングを実施。課題は 4 つ。①学んだ道路標識

を探せ！ ～上だけでなく、下にもあるかも ②町の中のマークや記

号を探せ！ ③意味不明な記号は無いか？ ④ついでに夏を感じる自

然も！出かける前に安全や準備などの注意点を聞いた後ハイキングに

出発、45 分後に見つけてきたモノをみんなで発表し合いました。赤の

標識、黄色の標識、地面に書かれている標識、記号やマーク、マンホールなど色々発見。夏



も、鳥や、アジサイ/くちなし/どくだみの花、かき氷の

ノボリ、八百屋のスイカなどなど。みんな変化があるオ

ンライン集会になり、見つけてきたものをいつもより元

気よく発表してくれて、楽しい隊集会になりました。 

6/20 オンライ

ン組集会 月間テ

ーマ「ボンジュー

ル！ボナペティ！

ケセラセラ！」 緊急事態宣言最終日に、世界の国々の

について、最後のオンライン集会にのぞみました。まず

は世界を探すゲーム“家の中で世界旅行！” ブレイク

アウトルームで組ごとに分かれて、世界を探しにスカウ

トたちは散って行きました。みんな、色々なものを見せてくれましたが、特に冷蔵庫からスパ

イスとかソースが出てきました。タイが多かったかな？あとはカンガルーの縫いぐるみや、コ

ーヒー豆、服などなど。みんな身近に世界がいっぱいあることにビックリ！次に世界クイズと

して、土地が一番広い国、人口が多い国、母語人口の多い言語、Covid-19 の感染者数の多い

国など、正解がバンバンでした。その後、先週ま

で行われていた G7 の国についてと、それらの国

の国旗をみんなで色を塗って国旗を覚えました。

細かいデザイン、アメリカやスペイン、国連の旗

などの塗り絵は大変だったね。G7 は 2021 年サ

ミットの英国コーンウォールの場所と、ボーイス

カウト最初のキャンプ地ブラウンシー島の位置も

チェックしました。 

6/27 隊集会 久しぶりの対面集会でした。4 月

から新しい組になり 1 回 隊面集会をしただけで

オンライン期間になっ

てしまったので、新し

い組のメンバーとも新人組長次長もチームビルドはこれからです。

まずは組のリハビリとして、イエローバー(組長次長)だけ分かれ

て、号令や並び方などの訓練からスタート。その後、今期初の対面

カブコール！(オンラインでは 2 回実施)。今月のテーマは「ボンジ

ュール！ボナペティ！ケセラセラ！」と題した世界のテーマ。前

週のオンラインで家の中の世界を探して、国と地域と国旗を学ん

だので、この日は組対抗国旗ゲームのあとに、日本の国旗。日の

丸のたたみ方を体験してから、街の中の世界を探すミニハイキン

グに、各組別々のスーパーをお邪魔しました。食料品は外国の物

で一杯だったことがよく判りました。 

7/4 ボーイスカウト体

験会 “ボーイスカウトの自然はともだち！（都会

編）” 一般の子供たちを公募して 2 年ぶりの体

験会がやっと開催出来ました。中野区と一部杉並区

の小学校でチラ

シを配って頂い

て、定員 30 組

の家族に対し、

50 組以上の申し

込みが殺到！ 

定員外の方には

後日の活動日をご案内しました。 



紅葉山公園での活動を予定していましたが、あいにくの雨だったのでなかの ZERO の西館の

部屋 3 つを使った室内プログラムで実施。カブ隊は 3⁻5 年生と”紅葉山マスターになろう！

“をテーマに、紅葉山の湧き水(自称)を救出せよ！ 紅葉山の色を切り取れ！ 紅葉山の小枝

でえんぴつ！のプログラムを実施。 止まない雨の中一時外に出て、紅葉山の自然と親しむ時

間がちょっとだけ取れました。参加者は、自分たちで作った小枝えんぴつホルダーをお土産に

持ち帰りました。 

7/11 ボーイスカウト体験会 “ボーイスカウトの自然はともだち！（野原編）” 前週のな 

かの ZERO での都会編に続いて、足立区舎人

公園にて野原編を開催しました。 

緊急事態宣言開始の前日ギリギリの開催です

が、こちらも定員を大幅に超える応募があ

り、大盛況！当日は晴れ間の強い日差しも長

く、灼けるほどの良すぎる天気となりまし

た。舎人公園駅からのハイキング、3-4 年生

のゲストと 4 組

に分かれて、シ

ョウブ田や大

池、お花見広場

を通って課題を

クリアしてキャンプ広場を目指しました。キャンプ場に着いて

からは、カブはテント張り体験、ビーバーはボーイ隊が立てて

くれたテントで遊んだり、ネイチャーゲームしたり。感染防止

で野外調理はあきらめて みんなでオニギリを食べてから、午後もネイチャーゲームや、マキ

で火をつけて炭づくりとその炭でのお絵かき大会をしました。 

7/25 オンライン組集会 普段の年ならこれから一番のイベント夏の

キャンプに向けて盛り上がっていくところ、再びの対面活動自粛とな

り、急遽オンライン用のプログラムとして、ミツウロコ社とのコラボレ

ーションバッジ“ピカッと探検家”取得にチャレンジしました。オンラ

インの合間にリスの道に取り組んだ新しい仲間の入隊式と、体験会に来

てくれたもう一人の新しい仲間も一緒に参

加してくれました。6 月のテーマの世界の

国々のおさらいをした後、ピカッと探検家

のワークブックとエネルギーすごろくに使

用するサイコロを手元に用意。みんな様々

なサイコロを見

せ合った後、す

ごろく開始。駒を進めながら、エネルギーに

ついての設問に答えて、みんなで考えていき

ます。電気の供給の仕組みや、発電の種類、

資源を消費する従来の発電と再生エネルギー

の種類などについて、みんなで答えて考えま

した。この日の集会でエネルギーについてい

っぱい知ることが出来ました。 

 

ボーイ(BS)隊  

6/6 オンラインで班集会

を行いました。キャンプで

も重要な食事について，ま

ずは栄養素の勉強を行いま

した。後半はハンドブックを読んだりジュ

ニアリーダーの先輩スカウトから話を聞い



たりして，キャンプで食べたい食事のアイデアを出し合いました。最後に，次回集会までに各

自が家で作ってくるメニューを決めて，宿題にしました。 

6/20 オンラインで班会議を行いました。まずは宿題だった炊事の結果発表を行い，作って

みた感想や反省点を話し合いました。後半は，7 月の 2 泊 3 日のキャンプを想定して食事の

メニューのアイデアを出し合いました。 

6/27 班集会を行いました。オンライン期間中に学んだロープワークを復習し，野外工作物

を設営するために必要な難易度の高い結び方を習得しました。このほかに，キャンプで準備す

る個人装備の確認，ドームテントの設営に挑戦しました。 

7/4 ボーイスカウト体験会に奉仕しました。前半は BS 隊で野外工作訓練を行い，キャンプ

で炊事をするための“立ちかまど”の設営訓練をしました。今年初めて作った立ちかまどは，

強度が足りなくてグラグラ…本番までに，大事に作った料理がこぼれないようにしっかり立て

られるよう訓練しよう。後半は CS 隊へ奉仕しました。 

7/11 ボーイスカウト体験会に奉仕しました。午前中は，日陰となるフライの設営や，キャ

ンプ体験のためのドームテントの設営を行いました。午後は野営技能訓練として焚火の訓練を

行いました。キャンプで温かい食事を食べるために必要な火は，どのように着火させて，どの

ように炎を続けるか，久しぶりの野営訓練で感覚は取り戻せたかな？ 

7/24 オンラインで隊集会を行いました。夏休み中のキャンプが中止となり，その代わりと

して各自で進級課題を見つけ，夏休み中に取り組む計画を立てました。折り返しを迎えたばか

りの夏休み，一つ上の級に近づくチャンスはまだあります！ 

 

ベンチャー(VS)隊 

6/6 ボーイ隊オンライン集会に 2 名のスカウトが奉仕を行いました。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。 

6/12 オンライン隊会議を行いました。議長の K 君、H 君、M 君の 3 名が参

加し、各自の進歩計画について確認しました。高 2 のスカウトは菊スカウト章を目指してボ

ーイ隊キャンプの計画、高 3 のスカウトは隼スカウト章に挑戦するため探検旅行の構想を披

露してくれました。有言実行なるか。今後の彼らの活躍にご期待ください。 

6/20 ボーイ隊オンライン集会に 1 名のスカウトが活動奉仕を行いました。 

6/27 ボーイ隊オンライン集会に 1 名のスカウトが活動奉仕を行いました。 

7/4 ボーイ隊活動奉仕を行いました。またボーイスカウト体験会のサポートを行うととも

に、K 君が保護者向け説明会の中で、２年前に参加した世界スカウトジャンボリーの体験談を

話しました。 

7/11 ボーイスカウト体験会 “ボーイスカウトの自然はともだち！（野原編）”に S 君と

M 君がサポート参加しました。ボーイ隊やカブ隊の活動をサポートし、カブ隊のテント張り

体験や火起こし体験を指導しました。 

7/21 オンライン隊運営会議に北川議長が参加し、夏休み期間の活動予定について確認しま

した。 

7/22 オンライン隊会議に 4 名のスカウトが参加しました。前日の隊運営会議を受けて、夏

休み期間の活動予定を具現化しました。議長の K 君を中心に、H 君、M 君、S 君の隊員同士

で議論を交わし、隊の結束強化とプログ

ラム促進を目指しました。 

7/26 H 君、M 君、S 君があすなろ地区

ベンチャーフォーラムに参加し、「わた

したちにできる社会的弱者（高齢者・障

がい者等）への支援活動について」をテ

ーマに他団のベンチャースカウトと活発

に意見交換をしてきました。最終的なプ

ロジェクト案として、 

① 「子ども食堂支援計画」 

② 「Let’s communicate without 



barrier(高齢者にパソコン・スマートフォンの使い方教室実施)」 

③ 「ユニセフ募金」 

の 3 つが企画されました。なお、S 君があすなろ地区代表に選ばれ、９月に行われる東京連

盟フォーラムに参加することになりました。 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６，７月のスカウト進歩情報 
 

BVS： Ｅ．Ｃ．くん 

Ｋ．Ｙ．くん 

Ｈ．Ｙ．くん 

小枝章 

小枝賞 

小枝賞 

 

CS： Ｈ．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 
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ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ｾｰﾌﾃｨｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ｾｰﾌﾃｨｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ｾｰﾌﾃｨｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ｾｰﾌﾃｨｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ｾｰﾌﾃｨｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ｾｰﾌﾃｨｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ｾｰﾌﾃｨｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ｾｰﾌﾃｨｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ章「ｾｰﾌﾃｨｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 
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例年６月に行っているスカウト活動体験

会。今年は緊急事態宣言の合間に２年ぶり

に実施することができました。6/22 まで

緊急事態宣言が延長されると決まってから

再設定したスケジュールが奇跡的に実施可

能期間にはまりました。 

緊急事態宣言期間外とはいえ、新型コロナ

ウィルスまん延防止期間であり、大人数を

募集してのイベントは、実施するかしない

か、どのような形で実施するか、慎重に検

討する必要がありました。それが右記「リ

ーダーの活動」6/20 の臨時団会議です。

なかの ZERO での体験会、ハイキング体験

会は実施する、調理実習はしない、という

方針もそこで決めました。 

デザインの決まっていた体験会チラシの文

面を確定し印刷発注したのが 6/21。保護

者の皆様にご協力いただき、各小学校で配

布していただいたのは６/28。体験会まで

６日間しかありませんでしたが、今年から

導入した Google Form での申込みには、 

その日の夕方からひっきりなしに入力があ

り、両日ともあっという間に定員に達しま

した。その後入力してくださった方はお断

りのご連絡を差し上げたほど。コロナ禍で

子どもたちも思うような行動ができず、ボ

ーイスカウトの野外活動のニーズが高まっ

ていることを改めて感じさせられました。 

大勢の方にお申込み・ご参加いただき、入

隊を表明いただいた方、入隊への前向きな

検討のために引き続きの体験参加をご連絡

くださった方、残念ながら体験会へは参加

できなかったけれど、その後の集会への体

験参加を申し込んでくださった方には、再

度の緊急事態宣言が明けるまでお待ちいた

だいています。東京都の感染者は緊急事態

宣言下も過去最大数を更新するなど予断を許しませんが、ワクチン接種が進み、緊急事 

態宣言が明け、対面活動が再開され、仲間が 

増えることを願ってやみません。今後とも保 

護者の皆様のお力添えをよろしく 

お願いいたします。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

 

 

 

リーダーの活動 

6/2 WB 研修所ｽｶｳﾄｺｰ

ｽ所員会議(OL) 

 

6/3 地区円卓会議(OL)  

6/7 地区10周年準備委員会

(OL) 

 

6/12 地区円卓会議(OL)  

6/18 地区委員会(OL)  

6/19 地区ｺﾐｯｼｮﾅｰ会議

(OL) 

 

6/20 臨時団会議(OL)  

6/21 地区 10 周年準備委(OL)  

6/27 団会議 
 

7/3 地区特別円卓研修  

7/3 地区特別円卓奉仕  

7/4 東京連盟ｺﾐｯｼｮﾅｰ

会議(OL) 

 

7/5 地区10周年イベント実

行委員会(OL) 

 

7/12 地区委員会(OL)  

7/13 WB 研修所課程別

所員会議(OL) 

 

7/16 WB 研修所ｽｶｳﾄｺｰ

ｽ所員会議(OL) 

 

7/17 研修所事前課題研

修会 指導 

 

7/17 地区ｺﾐ会議(OL)  

7/18 地区10周年ｲﾍﾞﾝﾄﾋﾞﾃﾞ

ｵ説明会(OL) 

 

7/19 地区10周年イベント実

行委員会(OL) 

 

7/28 ｷﾘﾝ環境ﾌﾟﾛ説明会  

＊ 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/ 

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

