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１２月２１日 ビーバー隊＆カブ隊
合同クリスマス会
ビーバー隊
ビーバー隊

隊長 保科潔
１２月２１日(日) ビーバー隊は、尾山
台小学校オープンスペースでカブスカウ
ト隊と合同クリスマス会を行いました。
楽しいクリスマスソング、 ゲーム、スタ
ンツと時間があっという間に過ぎました。
ビーバースカウトのスタンツも台詞が、
しっかり言えて大変良かったです。保護
者の皆様、いつもご協力くださり、あり
がとうございます。良いお年をお迎えく
ださい。
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カブ隊
プログラム担当 副長 中村静香
今年も恒例ビーバー& カブ合同クリス
マス会が尾山台小学校オープンスペース
で開催されました。準備で作ったミニツ
リーと背景の絵を飾って 華やかになった
中、クリスマスソング、ゲーム、スタンツ、
プレゼント交換と楽しい会になりました。
間違い探しゲームでは、ツインズの保
科ビーバー隊長からカブ隊保科副長に替
わった事を見破った３組がプラス 5点を
もらえましたが、他のゲームの得点が高
かった２組がゲーム賞を獲得しました。
又、クリスマスプレゼントを子供達の家
にプレゼントするため子供の家を尋ねた
り苦労したサンタが「サンタ苦労ース」
とだじゃれで締めくくった３組がスタン
ツ賞を獲得しました。
ビーバースタンツも物語性のあるほの
ぼのとした物で面白かったです。
今年の活動は本日で最後です。各家庭で
も楽しいクリスマスを過ごされる事と思
います。来年も楽しく元気に活動に参加
しましょう。

２組

ＤＬ

DL として初めて参加したクリスマス会、
各組のこどもたちの個性や工夫（素のま
ま？）が随所にみえて楽しかったです。
２組の DL としてはもう少し関わってもよ
かったかな？と思いましたが、皆さん、
よくやってくれました（欠席したお子さ
んは大変残念でした）。リーダーの皆さん
によるスタンツは大変面白く、「おくり
もの」のテーマにそったストーリー展開
はさすが ! でした。

1 組 しか
スタンツでは、もっとうまくできるは
ずでしたが、表現するのってむずかしい
なあと思いました。

隊長たちのスタンツは、とてもおもしろ
くて、いっぱい笑いました。
１組は４位でしたが、みんなと協力して
楽しくできたと思います。

2 組 うさぎ
ぼくは、きのうのクリスマス会がとて
も楽しかったです。なぜなら、いつもは
歩いて少しゲームをした後終わるけど、
きのうはとくべつなことが一つあったか
らです。

とくべつなことがあって新しいゲーム
もありました。そのゲームは、デンリー
ダーたちが、いろいろ考えてやっていた
からです。だからぼくもできることなら
ぜんぶやるようにします。

ビーバー隊
１１月３０日ハイキング＠東京タワー
ビーバー隊

隊長 保科潔
１１月３０日(日) ビーバー隊は、東京
タワーからスカイツリーを見よう！ハイ
キングに行きました。今回は保護者４名
が参加して頂きました。浜松町駅から東
照宮、芝丸山古墳と巡り、いよいよ東京
タワーに着き、大展望台まで階段で昇り
ました。午後は、芝公園で草嶋副長より
楽しいクイズが出題されました。紙皿に
東京タワーの絵を書き、紙皿の周りにク
リップを付けてフリスビーにして遊びま
した。ご一緒にプログラムにご参加され
た、お父様 ありがとうございました。

１２月７日

クリスマス会準備

ビーバー隊

隊長 保科潔
１２月７日(日) ビーバー隊は、奥沢地
区会館でクリスマス会準備として、クリ
スマスソング練習、スタンツに使うネズ
ミのお面作り、スタンツの練習をしまし
た。台本はハーメルンの笛吹きを参考に
して作りました。歌と踊りが入った、楽
しい内容になりました。クリスマス会当
日が、楽しみです。

カブ隊
１２月７日

プログラム担当 副長 中村静香

クリスマス会準備

今年もクリスマスの季節になりました。
恒例のビーバーとの合同クリスマス会の
事前準備として、工作、スタンツの練習、
クリスマスソングの練習を行いました。
工作は、ミニツリーにオーナメントの飾
り付けをして、赤や緑の画用紙にツリー
に合う背景を描いてもらいました。材料
は、ほぼ同じに近いオーナメントでした
が、配置等色の違い等で各自個性的なミニ
ツリーが出来ました。背景の絵もサンタ
やプレゼント、雪や暖炉等を描いていま
した。21日のクリスマス会には展示しま
すので、楽しみにしています。ところで、
今年のスタンツのテーマは「贈り物」で
す。どんな「贈り物」が登場するか…？当
日のクリスマス会は大いに盛り上がる事
を期待しています。

3 組 しか
12月7日この日はクリスマス会のじゅ
んびをしました。いろいろむずかしいじ
ゅんびもありましたが、楽しかったです。
クリスマス会が楽しみです。

4 組 しか
今日はクリスマス会のじゅんびでした。
昨年のように切り絵をつくるならば 今回
はもっとイイものを作ろうと考えていま
したが、小さなツリーにかざりつけをし
ました。
ツリーに赤い星をつけようと思ったの
に 僕がイメージしていたものとは あま
り色がにあいませんでした。 けっこうか
んたんだと思っていたのにバランスがむ
ずかしかったです。

BS 隊
12 月 7 日 BS ラリー@ 砧公園
BS隊 カモメ班
今回は BS ラリーでも僕にとっては初め
ての BS ラリーになりました。人数も少な
い中、本来班員として活動している僕が
違う班の 3人をまとめるのはカブスカウ
ト以来久しぶりだったので意外と大変で
した。時間内に最後の PC までたどり着け
ず、悔しかったです。ですが、班員も寒

い中頑張って歩いてくれたので嬉しかっ
たです。また、各 PC で出題された課題は
班で協力しながらこなすことができたの
で良かったです。
次回の BS ラリーは時間内に全ての PC を
回れるようにしたいです。

1月

活動予定

ビーバー隊

● 1月１１日
（日）
隊集会 新年こどもまつり
★集合＝９：００ 九品仏交番裏
制服正帽
（世田谷区役所、世田谷区民会館へ移動します）
★解散＝１４：３０ 九品仏交番裏
★持ち物＝制服正帽＋防寒着着衣（ネッチを忘れずに！）
、
ビーバーノート、雨具、弁当（おにぎり）
、
水筒、筆記用具、シーターポン、ハンカチ、ポ
ケットティッシュ、手袋
● １月２５日
（日）
隊集会 [ 富士山を見るハイキング ]
★集合＝９：００ 等々力駅玉川総合支所前
制服正帽
（ミニハイキング〜野毛町公園ディキャンプ場へ
移動します）
★解散＝１２：００ 野毛町公園ディキャンプ場
★持ち物＝制服正帽着衣 ( 特にネッチを忘れずに！)､
ビーバーノート、雨具、水筒、筆記用具、
シーターポン、ハンカチ、ポケットティッシュ
☂ 雨天の場合 工作 [チャンバラ]
★集合＝９：００ 九品仏交番裏
制服正帽
（奥沢地区会館へ移動します）
★解散＝１２：００ 九品仏交番裏

カブ隊
● １月１１日
（日）
隊集会 新年こどもまつり 世田谷区民会館・区役所前広場
★集合＝９：００ 等々力駅玉川総合支所前
★解散＝１６：００ 同上
制服正帽
★持ち物＝7つ道具、水筒、カブ弁当
☂ 少雨決行
☂ 大雨のとき
★集合＝９：３０ 九品仏地区会館Ｂ 1大会議室
★解散＝１１：３０ 同上
制服正帽
★持ち物＝7つ道具、水筒
● １月１８日
（日）
組集会 たこつくり 隊集会 たこあげ

会議報告
◉育成会役員会
12月15日
（月） 自由が丘 ロベックスジュース
同日 九品仏まちづくり出張所にて
第27回九品仏新年餅つき大会の参
加団体顔合わせ会に出席

★集合＝９：３０ 尾山台小学校北口通用門（ランチルーム）
★解散＝１５：００ 等々力駅玉川総合支所前
制服正帽
★持ち物＝7つ道具、水筒、カブ弁当、新聞紙、はさみ、
セロテープ、洗濯ばさみ２個、スーパーの袋 (大 )
たこつくりの後、多摩川でたこあげをします
☂ 雨のとき
★集合＝９：３０ 尾山台小学校北口通用門（ランチルーム）
★解散＝１２：００ 等々力駅玉川総合支所前
制服正帽
★持ち物＝7つ道具、水筒
○リーダー会議 １ / １７ ( 土 ) １９：００ 奥沢地区会館
①
○保護者会 １ / ２５ (日) １５：００ 奥沢地区会館①
○懇親会
１ / ２５ (日) １７：００ 九品仏庄や

ボーイ隊
● １月１１日
（日）－１２日
（月）
スキー訓練 @ 栂池高原 (前夜発 )
★集合＝１月１０日
（土）２１：００ 尾山台駅
★解散＝１月１２日
（月）２２：３０ 尾山台駅
制服正帽、タスキ
＊持ち物など詳細はしおり参照
● １月２４日
（土）
勉強会
★集合＝１９：００ 尾山台地区会館
★解散＝２０：３０ 尾山台地区会館
途中入退室可、居残り可
私服、ネッカチーフは必ず着用
★持ち物＝筆記用具、七つ道具
ボーイスカウト或いは学業に関する勉強道具と資料
● １月２５日
（日）
隊集会 @ 多摩川河川敷
★集合＝９：００ 多摩川河川敷
★解散＝１５：００ 多摩川河川敷
制服正帽、タスキ、班旗
★持ち物＝7つ道具、作業帽、弁当
＊各班ごとまとまって集合場所にくること。

会議予定
◉ 1月19日
（月）育成会役員会
自由が丘ロベックスジュース
◉ 1月23日
（金）団会議・団委員会 20：00～
奥沢地区会館第1 会議室
◉ 1月27日
（火）広報委員会（さくら発送）
9：30～ 奥沢地区会館第1 会議室
◉ 1月17日( 土 )「第27回九品仏新年餅つき大
会」にバザー出店予定（育成会役員会）

