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ビーバー隊

12 月 8 日
クリスマス会準備

ビーバー隊隊長

草島隆行

ここ数年、今までの活動の中を振り返ったスタンツを
行っていましたが、今年の活動の感想を振り返って聞
いてみたところ、途中入隊が多いため中々振り返りき
れないことが判明しました！それでも記憶を呼び戻し
てもらうと、大人とは全く違う印象を受けていてなか
なか興味深いものがありました。が、スタンツにする
のはかなり難しそう。。。あまり、引っ張らずにソング
の練習もした後に、タイヤ公園まで軽く歩き、元気に
遊びました。天堂副長によるだるまさんが転んだを行
ないました。公園にいる他の子どもたちが大変興味深
そうに見ています。改めて見ると、だいたい親子で遊
びに来ており、子供同士で集団で遊んでいないことに
気づきました。改めてビーバースカウト活動の意義を
感じました。さて、スタンツはどうしましょう。。。

12 月 22 日
クリスマス会
ビーバー隊隊長

草島隆行

恒例のカブ隊との合同クリスマス会です。お休みの
スカウトが多く、スカウトは 3 名に対して、リーダー
が 6 名！カブスカウトに『大人の方が多いじゃん！』
と言われてしまいました。。。いつも通り、カブ隊の 4
組に混ぜてもらってゲームをします。まずは伝言ゲー
ム。例年と比べて簡単だったこともあり、あまりカブ
隊の足を引っ張ることもなかったようです。次はスタ
ンツ！悩んだ末にクイズ形式にしました。ビーバー隊
の活動を保科副長、永島副長に再現してもらって、ビ
ーバースカウトの感想を当ててもらいました。保科副
長の生田緑地ハイク、そして、リーダー全員でのかに
つりの再現で大いに盛り上がりました。さらに、ロー

カブ隊
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カブ隊副長

4 組 しか

プを使ったゲーム、間違い探しゲームとカブ隊と一緒
に行ないました。
いつもは元気なスカウトもカブ隊に圧されたせい
かややおとなしかった印象ですが、この機会にカブ隊
上進後のチームで競うことや、子供同士での上下関係
など少しは感じてもらえたかと思います。
また、私たちリーダーにとっても、卒業生と久し
ぶりに会える楽しい機会でした。少し大人になった子、
あまり変わらない子と色々ですが、みんなビーバーと
は違い、組の集団行動をちゃんとしているように思い
ました。スカウト、そして見学にいらしていた保護者
の方にも、ビーバーとは違うカブの姿を見ていただけ
たと思います。

クリスマス会準備

中村静香

早いもので今年の活動は、残るところ今日を入れて 2
回になりました。
毎年恒例 クリスマス会準備として
クリスマス工作・クリスマスソングとスタンツの練習
をしました。
工作は、以前にもやった事のあるミニツリーをオーナ
メントや鎖状のもので飾り、トップは、リボン結びを
しました。オリジナリティに少し欠けますが、その後
クリスマスカラーの緑色又は赤色の画用紙にツリーに
合うクリスマスの背景を描いてもらい、個性ある作品
に仕上げました。
暖炉、トナカイ、サンタクロース等楽しい絵が出来上
がりました。
事前に「クリスマスの絵を考えて来るように」と伝え
てあったので、殆んどのスカウトが時間内に仕上がり
ました。
6人の欠席のスカウトには、クリスマス会迄に作って
持って来て貰う事にしました。
クリスマス会で展示しますので、ご覧ください。
今年のスタンツのテーマは「手袋」です。デンリーダ
ーの考えたあらすじにそって 1時間練習しました。
クリスマスソングも２曲歌い、本番に向けてしっかり
準備出来ましたね。22日のクリスマス会は、ビーバー
と合同です。楽しい会にしましょう‼️
3 組 うさぎ
クリスマス会はツリーを作ったのがたのしかったです。
かざりのえはいえのなかをかきました。
がんばったのはレンガです。
クリスマス会がたのしみです。

日曜日、尾山台小学校でクリスマスツリーを作りました。
僕のツリーは、雪の結晶をした飾りをどう付けるか、
太鼓の飾りをどこに付けるかを考えて工夫しました。
4 組のみんなで楽しくクリスマスツリーを作れたので
よかったなと思います。
みんなのツリーと 4 組以外のスタンツが楽しみです。
クリスマス会は、どんなふうになるのか楽しみです。
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クリスマス会

副長 本間千香
令和元年クリスマス会。
今年は毎活動の度スカウトの見学者がおり 副長も DL
もスカウトを覚えることに必死でした。なので 今年
のクリスマス会は尾山台小のオープンスペースの部屋
にスカウト、リーダー、保護者の方とたくさんの人数
での会でした。
始まる前から汗だくで まとめるのが大変。ビーバー
隊は 6人中3人の出席でしたが カブの多さにびっく
りしていないかな？と思いながら始めていきました。
歌に３つのゲーム 各組のスタンツ。
今年のテーマは「手袋」
夏の舎営で経験してるために やはり堂々とした演技
でした。スタンツは学年関係なく 声がよく出ている
スカウト 演技がうまいスカウト みんなを進行して
いくスカウトといつもと違ったところが見えるのがス
タンツのいいところですね。
まだまだ 増えそうなカブ隊ですが元気で仲良く協力
しベストメンバーで活動に参加してほしいです。

1 組 DL 大西 美由紀
今年度 2回目のスタンツがあり緊張しましたが、準備
の時から子ども達が協力して工夫したり練習していた
ので、学年を超えて組のメンバーがまとまってきた事
を嬉しく思いました。結果スタンツでは 1 位を取れて
みんな喜んでいたと思います。
ゲームやプレゼント交換もあり楽しいクリスマス会で
した。
1 組 しか
思っていたよりスタンツがうまくいってホッとしまし
た。ゲームはみんなで楽しめたのがすごくよかったし、
楽しかったです！クッキーがかわいかった！

2 組 うさぎ

く離れてしまうような子は出ず、全員が同時に帰って
くることができました。成長してるなあ～！残りの数
ヶ月の頑張りも楽しみです。

ぼくは、カブで初めてのクリスマス会でした。ゲーム
などはビーバーと同じでしたが、レベルアップしてい
て楽しかったです。ほかにも、スタンツも練習したか
いがあったと思いました。結果、4 位だったけれど、
全力、出しきれたと思います。プレゼントこうかんも、
おもしろかったです。クッキーとあめもおいしかった
です。来年も参加したいです！

23 組

クイズは集計の結果、4 組の優勝に。4 組も着々とメ
ダルの数を増やしてきていて、年間の最優秀組賞レー
スの行方は、今のところどの組にも可能性はあるはず。
そちらも楽しみですね。

ボーイ隊
12 月 8 日 炊事訓練
＠野毛町公園デイキャンプ場

うさぎ

もらったプレゼントが何かと楽しみにしていて、僕は
もうちょっといっぱい入ってると思った
どうしてかと言うと大きい袋だったから。
中に何が入ってたかと言うと、鼻の形の鉛筆削りと、
大きなトランプでした。結構良いものだったからこれ
で良かったなと思った。スタンツあんまり練習してな
くて、なんか失敗しちゃうかとおもったんだけど、紙
配ってくれたから上手にできた。写真の時になんか意
外と良い点取れて、撮って良かったなと思った。もら
った写真はお家には飾ってます。またクリスマス会や
りたいです。

BS隊 オットセイ班
今回の活動は炊事訓練でした。僕は久々な活動。前回
よりうちの班は行動が早く動いていてとてもいい感じ
でした。クイズに答えて正解したら食材を選べていろ
いろゲット！飯盒のご飯もなかなかいい感じに炊けて
るし、お味噌汁に初ウインナーこれもなかなかイケて
る。1 番最高なのは段ボール燻製！僕はこれを覚えて
家でしてみたい。食材も変えてやってみる！残り少な
いボーイ活動、みんな揃って活動したいです。

11 月 24 日
大使館巡り
副長 太田雄介
去年の世田谷区内の大使館を徒歩で廻ったプログラム
がうまくいったので、今年はお隣の区である目黒区ま
で足を延ばして、去年同様に 6 つの大使館を巡ってき
ました。ちなみに当初は初夏に企画していたものの、
雨で流れてしまったプログラムのリベンジ篇でもあり
ます。
九品仏から武蔵小山まで電車で行き、そこからは全行
程 12～13km を徒歩で行くハイク。歩き始めは霧雨の
ようなものが降っていましたが、最初のパプアニュー
ギニア大使館に着く頃には、ほぼ止んでいました。休
日、大使館には国旗が掲げられていないことが多いの
ですが、門に付けられた国章を見ながら簡単にその国
についての説明をします。続いて住宅街を抜けて 10 分
くらいのところにあるネパール大使館へ。そこには国
旗がのぼっていました。
「形をよーく見て覚えてね（彼
の国の旗は世界で唯一、長方形でない形状なのです）」
とスカウト達に伝えます。続いてタイ、ジブチと、近
場の大使館をサクサク廻り、大鳥神社にて休憩。参拝
後に、それまで見た国の成り立ちや歴史、現在の様子
などを紙芝居方式で伝えました。一通りの情報をイン
プットした後に、国旗当てクイズを始め、1 カ国3問ず

つ出題。大使館前で見たこと聞いたことなどがヒント
になる問題も用意しました。
大鳥神社を出て目黒の坂をのぼって行くと、大きな
マンションが並び立つエリアにアルジェリアとポーラ
ンドの大使館があります。その二つを見たあとはお昼
ご飯を食べるために中目黒公園に向かいました。ビオ
トープや花壇などが充実した緑の多い公園です。最後
の 2 カ国のクイズのあとにランチタイム。
「チャレンジ
章のカメラマン」取得のため、食後に写真コンテスト
を行いました。テーマは「スカウトのいる風景」。お
のおのが友達をモデルに構図を決めて、副長の携帯で
写真を撮ってもらいました。意外な構図で撮る子や、
モデルの友達に厳しく指示を出してポージングさせる
子、さっさと撮り終えて遊びに行っちゃう子など、そ
れぞれでした。
13時に中目黒公園をあとにして、途中碑文谷公園で
の小休止を挟み、2時間半くらいかけて九品仏まで戻り
ました。うさぎの子たちや今年はいったくましかスカ
ウトたちも、春先は少し歩くだけで疲れた～！の連発
だったのに、半年以上たくさん歩いたおかげで、大き

BS隊 トナカイ班
今回は野毛公園での炊事訓練という活動内容でした。
試験勉強があったため活動に参加する回数が少なくな
ってしまい久しぶりの活動でした。今回の活動の詳し
い内容としては、火起こし、薪割り、ろ過装置の作成
と調理をしました。自分は火起こしで早く着火でき、
班の手本になれたかと思いました。ろ過も自分で作る
のは初めてでしたが、今回ろ過した水の綺麗さ勝負で
はシンゴジラ班の勝利になりました。調理は今回作る
ものがたくさんあり、ドイツの郷土料理も作りました。
普段は別班ですが、クレンザーの付け忘れと米を炊く
時に水の入れ忘れなどミスが少しありました。ミスを
責めるつもりはありませんが、先輩としてまだまだだ
なと改めて実感しました。誰でも最初はわからないこ
とから始めます。自分も後輩から教わることは毎回あ
ります。班長がリードして引っ張ることも大事だが、
炊事活動では互いに助け合う大事さを学びました。
BS隊 トナカイ班
今回の炊事訓練は測量と浄水の結果で食材を選ぶとい
う事でした。その食材で作ったのは、ご飯、みそ汁と
鮭・チーズ・ちくわ・ハムのくんせいを作りました。
その中で一番おいしかったのは鮭のくんせいです。ど
れも美味しかったので、家でも作れたらいいなと思い
ました。僕が火を ( マッチを水でぬれないようにろう
そくでコーティングした ) つけるのにかかった時間は 2
分だったので、次は 1 分以内に火をつけられるように
したいです。

12 月 22 日 BS クリスマス会
＠尾山台小学校
BS隊 オットセイ班
今日はボーイ隊で久しぶりにクリスマス会を開くと聞
いてボーイ隊のクリスマス会はどんなことをやるのか
楽しみでした。今回はスタンツや、ゲームなどをやり
ました。スタンツでは練習の時は少し恥ずかしかった
けど、本番は少しセリフを間違えてしまったりしたけ
ど、うまくいったのでよかったです。来年はカブ隊と
も一緒に活動をしたりします。気を引き締めて活動に
参加したいです。
BS隊 トナカイ班
今回のクリスマス会では、たくさんのゲームやプレゼ
ント交換など、普段はやらないお楽しみ会のような感
じだったので楽しかったです。ゲームではリアル間違
い探しなどをやりました。普段こんな大人数で集まる
のは珍しいので、ゲームではない遊び方の良さに久々
に気付かされました。プレゼント交換では、僕はトイ
ストーリーのマグカップを送りました。もらったのは
知恵の輪とメモノートでした。カブの時以来のプレゼ
ント交換だったので、久しぶりのドキドキとハラハラ
だったので懐かしさを感じました。ボーイでは初めて
のクリスマス会でしたが、カブのときとはまた違う楽
しさを味わえたので良かったです。来年もこの活動を
やりたいなと思いました。
BS隊 トナカイ班
初めてクリスマス会に参加した。クリスマス会は、ゲ
ーム、ソング、スタンツ、そしてプレゼント交換と王
道のプログラム！特に２つ目のゲームでは自分の班が
勝つことができてとても楽しかった。さて、今回は１
級取得に向けて、スカウツオンサービスをやらせてい
ただいた。今年のクリスマス会のテーマは、「感謝」
ということなので、「スカウトは感謝の心を持つ」を
選んだ。僕は、小さい頃から乗馬をやってきたので、
関わってきた多くの馬への気持ちについて話した。乗
馬というのは、他のスポーツと違い、生き物扱うもの
なので、馬への感謝の気持ちが大切だと思った。しか
し、準備が万全ではなかったので、あまりうまく話す
ことがことができなかったことにとても後悔している。

会議報告
団委員会・団会議 11 月 30 日（土）20：00～ 尾山台地区会館和室
★ 各隊報告
★ 育成会より 新入隊者の確認 ＢＶＳ隊 1 名、ＣＳ隊 2 名、ＢＳ隊 1 名
★ 地区協議会報告
・11/10「即位パレード」のカブ隊奉仕（赤坂御所の入口付近）
・
「進歩に関する講習会」に参加希望者は申し込みをすること
・１ /19「ＲＳナイト」19：00～ 三茶しゃれなあどホール
成人式を迎えるローバースカウト、出欠席は 1/6 まで
・東京マラソン（ 3/1）奉仕の依頼（地区で 10 名）
・2020 年 4/18（土 )「地区総会」
・・・隊長は出席のこと
・2020 年「地区周年行事レセプション」
（ 12/5）に各隊隊長は出席
・災害時の避難所開設について・・・尾山台小学校（台風 19 号の際）
★ 5 団 HP について
カブ隊のＨＰを 5 団のＨＰに取り込んだ方がよい、等
12 月は会議はありませんでした。
育成会活動報告

12 月 22 日クリスマス会にてスカウトにクッキー配布

会議予定
1 月 25 日 ( 土 ) 団委員会・団会議

20：00～

尾山台地区会館第 1 会議室

育成会役員会：1 月、2 月共に未定です

育成会より

1 月は隊費の集金月です。
金額をご確認の上、
10 日までにじぶん銀行への
振り込みをお願い致します。

BS 隊 柴沼篤弘君 入団式

