
 

 

ビーバー (BVS)隊  

2/6 節分にちなんで「鬼と豆」がテーマの隊集会を行

いました。まずは公園で”鬼”ごっこ。今回はけいど

ろと色鬼でしたが、他の鬼ごっこもたくさん知ってい

て、今度やりたいとの声もありました。その後に「お

に」のつく言葉をいくつか挙げてみました。「おにく」「おにぎり」

「いろおに」・・・鬼以外の言葉もたくさん出

たね。次は“豆”まき。チラシで箱（升）を作

って鬼の絵を描いて行いました。箱作りが初め

てのスカウトもいたけれど、大小さまざまな箱

を作っているうちに作り方を覚え、上手に作れるようになりました。個

性あふれる鬼の顔にチラシを丸めた豆をつかって鬼退

治をしました。最後は“豆”つかみ。お箸のマナーの

話を聞いて、お箸の持ち方やダメな使い方を知りまし

た。滑りやすい豆をお箸でつかんでみて、皆で誰が早

く運べるか勝負。焦りながらも頑張っていました。 

2/21 「BP 祭」をテーマにした集会を行いました。○×クイズや動画「ボーイスカウト物

語」を通してベーデンパウエル卿やボーイスカウトについて知りました。イ

ギリスをはじめ世界の話があり、国旗の話が出たので、各自、国旗をイメー

ジして描いてみました。その後は、ある部屋にあるも

のを覚えて発表したり（キムズゲーム改）、目隠しを

して廊下を歩いてみたり（暗夜行路）、８団なのでロ

ープの 8 の字結びをやってみたり（ロープ遊び含む）

など、様々な活動をしながらベーデンパウエル卿の誕

生日をお祝いしました。 

 

カブ(CS)隊             

2/6 組集会 ボーイスカウトを作ったベーデン

パウエルの 2/22 の誕生日に因んで、2 月は B-P

祭を開催する団が多いですが、2 月を B-P 月間

として B-P と英国がテーマです。先ずはみんな

で英国へ旅行に出かけるためのパスポートとして小冊子が配布

され、半信半疑でタイムスリップ！英国の大きな地図を折りた

たんだ小冊子は英国政府観光庁に提供いただきました。英語だ

けの小冊子なので、慣れない英語のスペルで場所探し。

ENGLAND から SCOTLAND や LONDON、LIVEPOOL、BATH

など、最後に POOLE 湾を探してブラウンシー島の場所を知って

から BP クイズへ。その後、BP が 100 年以上前に創作したゲー

ムを体験。部屋の中での“(英国の)コイン探し”、公園での“池

の中土手の上”、“鉄をさわれ”そして組対抗の“石になれ”組

集会だけどクイズとゲームで得点をカウントして、3 組と 4 組

が優秀賞をゲットしました。 

2/13 カブ隊組集会 B-P 祭月間 2 回目の組集会。北京オリン

ピック期間中ということで、外国魚鳥木からスタート！ベーデンパウエルについてのおさらい

と英国生まれのスポーツなどを学んだあと、隊長の思い入れで決して不味くないイギリス料理

についていろいろと知りました。深い味わいのソースを使うことが少ないけど、塩とコショウ

だけで素材の味を大事にするとしてリスペクトすべき料理です！後半はデンリーダーが図書館 

2月の活動内容報告 



で借りて来てくれたイギリス料理についての本を見ながら、好

きな料理を味を想像をしながら料理を選びました。最後に組ご

とに作りたいイギリス料理の発

表では、マッシュドポテト、ボ

イルドキャロット、ポテトスー

プ、コテージパイ、ローストビ

ーフ、四季のイングリッシュマ

フィンなど、どれも美味しそう

なメニューが紹介されました。 

2/27 カブ隊ハイキング 

２月は B-P 祭月間として、ベーデンパウエルの事とボーイス

カウトが生まれたイギリスについてがテーマ。前回の集会でイ

ギリス料理を調べ、この日は都立野川公園少年キャンプ場で野

外調理ハイキング！の予定が、1 週間ほど前にまん延防止期間

という事で調理プロ NG の連絡を受け大慌て！調理ができる公

園を探してみましたが、どちらも NG になっていて致し方なく

プログラムを変更して野川公園に行きました。カブブックの課

目をこなせても実際に使えないことがないような、体験プログラムを実施しました。各組には

“道具カンセット”が用意され、中には麻ひも、マッチ、ロウソクが。まずは小枝を集めて道

具作り。麻ひもを使って枝と枝を結んでハンガーを作ってみ

ました。ナイフを使わないで切る方法を考えたり、みんなが

知っている結びを使って工夫して結んだりしました。出来上

がったらみんなでハンガー展覧会として吊り下げたあと、マ

ッチで火をつける練習。危険の無いようにカンの中にロウソ

クを立てて、マッチで火をつけました。その他ネコとネズミ

ゲームなど、広い野原をいっぱいに使って、楽しいいハイキ

ング日和の一日でした。 

2/27 パインウッドダービー東京大会 

例年通り本郷学園で行われた PWD(パインウ

ッドダービー)東京大会、中野 8 団からは 2 名

参加予定でしたが、コロナ感染を鑑み、無観

客のリモート開催に。東京の各地区から 245

名参加した中で、今年も中野 8 団から入賞者

が出ました！ しか部門第 2 位、全体 8 位の

好成績で徳弘敦也くんが昨年に続いての入賞です。ウォーウォ

ーウォー！  

2/6 月の輪集会第３回 カ

ブ隊組集会のあと桃園区民活

動センターにて、テーマはカ

ブからボーイへ進化しよう！

ちかいとおきては、ジェスチャーでおきてを表現。もう一つ、

国旗掲揚と降納について学びました。 

 

ボーイ(BS)隊  

2/6 班会議 月末の隊集会に向けて，班ごとに野外調理の献立を考えまし

た。まずは，いろいろな料理のカードを見て，食べてみたい料理や興味のあ

る料理について話し合いました。その後リーダーやジュニアリーダーも交え

て，野外のキャンプ場で料理をするときの工夫を考えました。家のキッチン

とは違い，ガスコンロは無く，水道は有限で，冷蔵庫もない…今までの常識

や経験にとらわれず，いろいろな方法があることが分かったはず！ 

 午後の月の輪集会には，スカウト 3 名がジュニアリーダーとして参加しました。 



2/13 班会議 前半は，前週に引き続き隊集会に向けた準備を行いました。前週作った献立

を基に，そろえるべき食材の量や，調理の手順まで計画を行いました。後半は，3 月のキャン

プの準備を行いました。キャンプ場の場所を地図で確認し，班ごとにキャンプ中に取り組みた

いことを話し合いました。 

2/20 ボーイ隊 2 級面接 ボーイ

隊の 2 名、2 級課目を修了し最後の

審査に進み本日の面接になりまし

た。一昨年から多用してきたリモー

トを会議だけでなく面接でも実施し

ています。団委員長をはじめ、各隊

隊長や団委員に見守られる中、面接

はスタート。学校のことや、得意な

こと、クリアするのに大変だった課目や、好きなおきてなど順調に、時には考えながら答え

て、無事終了し、最後に保護者の方々からお話を頂いて、団委員長から上進は認められまし

た。これからもまだまだ上を目指してほしいです！ 

2/27 隊集会 野川公園にて隊集会を行いました。久しぶりの広い場所での隊集会なので，

今年度あまり練習できなかった国旗掲揚や，簡易計測，ミニ班ハイクを行いました。本来であ

れば野外炊事コンテストの予定でしたが，まん延防止の影響で急遽プログラムを変更しまし

た。前回と前々回の班会議で話し合った献立は，キャンプで挑戦します。 

 

ベンチャー(VS)隊 

2/6 ボーイ隊班会議に、2 名のスカウトが奉仕しました。 

2/11 ベンチャー隊『超』会議に 4 名のスカウトが参加しました。この日

は、スカウト自ら好きな時間に隊長を捕まえて、自身の課題や鬱憤をぶつけ

る目的で企画されました。しかし、受験勉強の息抜きに顔出したり、昼食を

みんなで食べたいだけであったり、当初のねらいとは脱線することも！？いつもは、年少のス

カウトのために尽くしてきたのだから、たまにはいいかもしれませんね。 

2/13 ボーイ隊班会議に 1 名のスカウトが奉仕しました。 

2/27 ボーイ隊集会に 3 名のスカウトが奉仕しました。国旗掲揚、計測など、スカウトとし

てのたしなみと技能を訓練するなかで、実演役を担い、貢献しました。 
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チャレンジ章「探検家」 

チャレンジ章「探検家」 

 

２月のスカウト進歩情報 



スカウト豆知識 

 
４月から上進するスカウトは新しい制服にな

ります。カブスカウト以上のスカウト・指導

者の制服の左袖には、所属連盟章(TOKYO 

SCOUT COUNCIL とある東京駅デザイン)、

所在地名章(NAKANO)、団号章(8)を並べて

付けます。接着剤でもつけることもできます

が、取り外すと布地に跡が残ってしまいます

ので、縫着するようにしましょう。図にはミ

リ単位まで位置の指定が書いてありますの

で、きちんと合わせるようにしてください。

隊のハンドブックにも記載されています。所

属連盟章の上部カーブを肩と袖の縫い目に合

わせ、所在地名章と団号章を隙間をあけない

ように付けていけば、自然に図のよう 

になります。団号章の「8」は、よく見ると 

上下がありますのでご注意下さい。肩章は前 

身ごろ寄りに付いているので、肩の中心線は 

肩章の後ろ側になります。連盟章は東京駅の 

三角屋根の２本の突起の間が中央になるので、 

そこと肩の中心線を合わせます。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

 

 

 

 

スカウト活動のシンボル：制服」 

 
スカウト活動には、さまざまなシンボルが用いられて

います。他の青少年活動とは違う独特のものです。い

くつかのシンボルの中から特徴的な制服について紹介

しましょう。 

日本だけでなく、世界中のスカウトが制服を着ていま

すが、その歴史をたどると創始者ベーデン＝パウエル

卿が軍務についていたときに描いておいた「野外で活動するとき、最も便

利だと思われる衣服のスケッチ」から、スカウティングのあらゆる場面に

ふさわしく、健康的で、快適で、経済性を目指しているものとして多くの国々で適用できる服とし

て案出されたものがベースとなっています。現在、世界中のスカウトの制服には、数多くのデザイ

ンや色が使われていますが、根幹をなしていることは次の通りです。 

「スカウトであるというあかし」「世界のスカウトがそれぞれの環境や特性を生かしながら、同じ

「ちかい」をたて「おきて」を守る兄弟として、仲間意識を体感して、強固にするため」「野外を

主とした活動において、活発に活動できるようにするため」「制服を清潔に正しく着用すること、

すなわち記章・標章を正しい位置につけ、身だしなみのよさや自尊心を養うこと」「社会のスカウ

ト運動に対する信頼を、制服を着用することで高めるため」 

このように「友情」「自信」「信頼」の象徴となる制服に多いに誇りを持ち、正しく着用すること

を心がけて欲しいと思います。また、リーダーは「スカウトは制服を着ているときだけがスカウト

ではない」といわれるように、制服を着ている時と同じ気持ちが身に付き、スカウトらしい行動を

いつもとれるようになって欲しい、という願いを持って指導に励んでいます。 

リーダーの活動 

2/6 臨時地区ｺﾐ会議  

2/6 団会議  

2/8 ｽｶｳﾄｷｬﾝﾌﾟ会議  

2/11 地区登録審査会  

2/12 事前課題研修会

/ｽｶｳﾄｷｬﾝﾌﾟ説明

会 

 

2/14 PWD 全体会議  

2/20 地区ｺﾐｯｼｮﾅｰ会議  

2/26 地区委員会  

2/27 団委員長面談  

2/27 PWD 東京大会  

 

＊ 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/

