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ビーバー隊 & カブ隊合同行事
1 ２月１８日 クリスマス会
ビーバー隊

発行／ボーイスカウト世田谷第５団広報部

隊長 草嶋隆行
今年もやって来ました！クリスマス会です。例
年通り尾山台小学校でカブ隊との合同開催です。普段
と違ってカブ隊のお兄さんやリーダーと一緒というこ
とで、スカウト達も気合が入っているようです。
カブ隊の組に混ぜてもらっての歌やゲーム、そして
各組のスタンツを楽しんでいるうちにいよいよ出番で
す。特に練習もなくぶつけ本番でしたが、準備の時は
嫌がっていたスカウトも元気に自分の絵を説明できて
いました。楽しいリーダースタンツやまちがい探しゲ
ームをしているうちにあっという間に楽しみなプレゼ
ント交換です。各自持ってきたプレゼントを交換した
後は、育成会からお菓子をもらって解散となりました。
おうちでも楽しいクリスマスを過ごせたと思いま
す！
2016 年最後のプログラムとなりましたが、来年も
よろしくお願いします。

カブ隊

副長 本間千香

2016 年も終わります。
初めての企画担当のクリスマス準備会にクリスマス
会！
スカウトたちにとっては 1 年の中でも上位に入る活
動だと思います。そう思うと とても プレッシャーで
当日の進行も緊張で余裕がない私でした。不安な為に
中村副長にお手伝いしてもらい なんとか この 12月の
企画を終えることができました。ありがとうございま
した。
クリスマス会は 体調が悪く参加できないスカウト
もいたりと組によっては 3 名の組もありましたが 年に
数回一緒に活動出来るビーバースカウトとの活動にカ
ブスカウトも少しはお兄さんらしい姿を見せたことで
しょう。
今年もゲームは伝言ゲーム、数字並べゲーム、間違
い探しゲームとどれも盛り上がり 順位はつけません
でしたが スカウトたちの盛り上がりはすごかったで
す。
歌はとゆうと 準備会の時にも 練習したのですが今
年のスカウトは最初は元気なのですがだんだんと声が

小さくなっていってしまう傾向。歌担当の青木さんに
聞いてもらいたかったです。
それから夏季舎営とクリスマスにするスタンツ！
今年のテーマは「くつ下」DL が大まかなストーリーを
考えてそれにスカウトのアドリブやらがはいる微笑ま
しいスタンツです。各組 ホントに一生懸命で 役にな
りきって笑いもありで スカウトのかわいい一面も見
れて楽しかったです。今年のスタンツ賞をとったのは
1 番スカウトの少ない 1 組でした。3 名と DL の 4 名で
のスタンツでしたがまとまっていて びっくり、人数
が多ければ いいのかと思っていましたが 少ない人数
でも あそこまで できるんだと感動があり 勉強になり
ました。
そんな 2時間半でしたが とても 楽しい時間でお家
でもスカウトたちにお話を聞いてみて下さい。
＊カブブックの進歩修得の確認をしております。各ス
カウトには伝えていますので お家での お声掛けもよ
ろしくお願いします。
3月までには修了し 全員上進したいと思いますので よ
ろしくお願いいたします。

1 組 DL 秋山真一

私たち 1 組は残念ながら体調不良等で欠席者が多く、
わずか 3 名でのスタンツとなりました。

開始直前に自分の台詞が変わってスカウトたちは大
変でしたが、その頑張りが評価されて優勝することが
できました。
毎年恒例のゲームもビーバー・スカウトと楽しく過
ごすことができました。
500円程度という制限の中でのプレゼント交換は、

スカウトたちがどんなものを持ってきて、誰の手に渡
ったのか、次回の活動で聞くのが楽しみです。
1 組くま

今回のボーイスカウトはクリスマス会でした。スタ
ンツでは、練習の時間は全てバッチリでしたが当日1
組は 3人だけだったのでとても驚きました。リハーサ
ルのとき、三人でもバッチリだったのでまた驚きまし
た。

本番は、リハーサル通り上手く行くか心配でしたが、
リハーサルより上手く出来たので安心しました。1 組
が『スタンツ賞』に決まった時はとてもうれしかった
です。来年のクリスマス会は僕はいないけど ' きっと
できる ' と感じました。とてもうれしかったです。
3 組しか

学校外の友達とのクリスマス会は初めてでした。プ
レゼント交換をしたことがとてもうれしかったです。

早くみんなと仲良くなれればよいと思いました。

ビーバー隊

1 ２月４日

クリスマス会準備

ビーバー隊

隊長 草嶋隆行
いよいよ 12月！ということで、毎年恒例のカブ
隊との合同クリスマス会準備です。準備の前にはスタ
ンツを考えなくてはいけません！今年から隊長という
ことで自分の仕事です。小さいころからあまり童話の
たぐいを読んでないせいか、この歳になっても白雪姫
とシンデンラの違いがいまいち分からない私にとって
はなかなかの難問です。。急遽クリスマスにちなんだ
話を調べると、、ありました！青い鳥。スカウト向け
の話に作りかえ、スカウトには過去と未来の国の妖精
になってもらうことにしました。
ということで、自分の過去と未来について 1 枚ず
つ絵を描いてもらいました。すらすら描き始めるスカ
ウトもいれば、悩んでいるスカウトもいてまちまちで
す。特に未来を悩んでいるスカウトが多かったので、
欲しいブレゼントとか、未来のことなら何でもいいよ、
と方針転換。なんとか皆描き終えました。でも、発表
はやだな、というスカウト多数！さて、本番はどうな
るのでしょうか？

カブ隊

1 ２月４日

クリスマス会準備

副長 本間千香
今年も残り 1 カ月をきりました。
活動も 2回 この月はクリスマス会の準備とスカウトに
とっては楽しみな月です。その一回目は工作です。毎
年 いろいろな工作を作っています。スカウトらしい作
品をと思い 今年は黒板ボードにしました。
絵の具の準備をしてもらい 縁枠を塗ってもらいま
したがスカウト達のカラーが現れていて リーダー達
は楽しませてもらいました。
飾り付けもそれぞれで とても素敵な作品がたくさん
できました。
クリスマス会当日は ボードにどの国の言葉でもいの
でメリークリスマスを調べて書いてきてねと伝えたの
で それもとても楽しみにしています。
スタンツの練習も 1時間とり 夏季舎営でもやってい
るのでとても演技力を楽しみしています。
クリスマスソングの練習はとても大きな声で歌って
くれるのはいい嬉しいのですが ん？こんな音程だっ
たっけ？みたいなメロディーでしたが楽しそうに首を
横に振りながら歌ってくれる姿は微笑ましかったです。
次回のクリスマス会がとても楽しみです。

１組うさぎ

ぼくは、今日クリスマス会の準備を初めてグルー
プでしました。最初、黒板のふちなどをどうな色にす
るのか、迷いました。でも、クリスマスツリーの色は
緑か黄緑なので、黄緑にしました。

そして、劇の練習をしました。クリスマス会当日の
劇は成功するようにがんばりたいです。
２組 うさぎ

ぼくは、クリスマスの工作作りで、もうすぐクリス
マスなので、サンタさんが銀世界からやってくる、今
年は何をもらえるかなとイメージしながら作りました。
一番むずかしかったことは、わくの色ぬりでした。な
かなか銀の色が出なかったので、たいへんでした。か
ざりつけは、どこにつけたら、一番いいか考えるのが
とても楽しかったです。家に工作を持って帰って、英
語でメリークリスマスと書いていた事に、母がちょっ
とおどろいていたこともうれしかったです。

ボーイ隊
12 月 11 日

隊集会

ハイク企画

BS隊 トナカイ班
距離や時間を考えつつ道を考えていくのは以外と難
しかった。さらに一人だったのと伝え忘れがあったの
でとても大変だった。最近、班長としてたるんている
所があるなと自覚していたので伝え忘れがないように
工夫していきたい。

12/24 隊集会

班テニス

BS隊 オットセイ班

１２月２４日、ボーイ隊は隊集会で、「運動能力の
マスターバッチを取る」という目的で体力測定とテニ
スをしました。体力測定では、自分達で考えた５種目
を ルールも決めて 、学校ではできない測定をするこ
とができたので良かったです。テニスではいろいろと
教えてもらって上手くなれたので嬉しかったです。ま
たテニスがしたいです。

BS隊 カモメ班

僕は中学校でテニス部に入っています。今回の活動
はテニスだったこともあり楽しくできました。テニス
はスカウトのみんなと打てたことが楽しかったです。
そして、体力テストで今の記録を越えることを目標に
次回も頑張ります。

会議報告
●団会議・団委員会 １２月１７日（土〉尾山台地区会館第１会議室
★ 日本ジャンボレット高萩 2017（BS 隊以上）について
H29 年 8 月 4 日～9 日（ 5 団の記念キャンポリーと重なる）
★ 「進歩に関する研究集会」12/10 の報告（横山 BS 隊副長より）
BS 隊・VS 隊の進歩制度が統一される（ 29 年 9 月 1 日施行）
★ BP 祭： 2/26 から 2/19 に変更 場所：奥沢区民センター
★ メーリングリストの終了
★ 東京連盟の理事会報告（団委員長より）

会議予定
育成会役員会

2017 年 1 月 13 日 ( 金 )9:30～
等々力出張所まちづくりセンター活動フロア
団会議・団委員会 1 月 28 日 ( 土 )19：00～ 尾山台地区会館第 1 会議室

★育成会より★
●九品仏バザー参加のお願い
昨年同様 1月21日( 土 )11:00～14:00 九品仏参道の餅つき大会 にバザー
参加をいたします。当日のお手伝い・献品のご協力をお願いいたします。詳細に
つきましては、前月のさくら12月号をご覧ください。

● 1月は隊費の集金月です。
10日までにじぶん銀行への振り込みをお願いいたします。
詳 細 は5団 ホ ー ム ペ ー ジ（[a:http://setagaya5.boy.jp/scout/]http://
setagaya5.boy.jp/scout/）
でご覧ください。

