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◇ 『はじめてのスキー』 

           江南第 1団 カブ隊 

           うさぎ 横山 春陽 

   

 わたしは、はじめてスキーに行きました。

スキー板は、考えてたより重かったです。ス

キーでわたしが一番楽しみにしていたのが、

リフトです。わたしは一番右にすわりました。 

はじめて山ですべった時、１０回い上転びま

した。２回目、すべった時、ぐんと上手にな

れた気がしました。１２回すべりました。３

回目ぐらいに、ターンをやりました。はじめ

は、うまくできなかったけど、すべっている

と、だんだん上手になれました。次、スキー

に行く時には、一番上まで上がって、すべっ

てみたいです。 

 
 

◇ 『スキーキャンプでの思い出』 

           江南第 1団 カブ隊 

           しか 髙田 佳乃子 

   

 わたしは、スキーキャンプで楽しかったこ

とが３つあります。 

 １つ目は、３団の子といっしょにスキーが

できたことです。わたしは、「３団の子とスキ

ーをやる」と聞いて仲よくなれるか心ぱいだ

ったけれど、声をかけたら仲よくなれたので

よかったです。 

 ２つ目は、夜の空です。なぜなら、いつも

は星が少ししか見えないけれど、山で見る空

はすごくたくさんの星がみえてびっくりしま

した。わたしがみつけた星座はオリオン座で

す。オリオン座はベルトみたいにならんだ３

つの星がポイントです。いつもより、はっき

りみえて星座が見つけやすかったです。 

 ３つ目は、ごはんです。ごはんは、食堂の

人が１つ１つ手作りで作ってくれました。ど

れもおいしかったけれど、おなかがいっぱい

で少しのこしてしまいました。１番おいしか

ったのは、カレーライスです。 

 今年はスキーに行けないと思っていたけれ

ど、カブのみんなでスキーに行けてよかった

です。 

 
 

◇ 『はじめていったスキー』 

           江南第 1団 カブ隊 

          うさぎ 西村 ゆうき 

   

 ぼくは、はじめてスキーをやってたのしか
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ったです。おかげで第三だんの人たちとも、

なかよしになれました。おしえてくれた、先

生や、こけてたちあがれなかったときリーダ

ーがたすけてくださってくれました。バスで

やったビンゴゲームやみんなでたべたごはん

は、たのしすぎて「ずっとこんなところにい

たいな」と思ったけど、またかぞくでいきた

いです。スキーのれんしゅうは、みんなでき

ょうりょくしあってやったのですごくたすか

ったです。リフトというのりものは、みんな

でのったけれど、はじめてのったのでさいし

ょにのったリフトは、すごくこわかったです。

ベンチャーたいの人は、そとで、いろいろく

ふうをしてテントをたてていました。ぼくも

ベンチャーたいになってみたいです。 

 ぼくは、みんなでいった一ぱく二日のスキ

ーのおとまりはたのしかったです。 

 
 

◇ 『スキーくんれん』 

           江南第 1団 カブ隊 

           うさぎ 大竹 智之 

   

 ぼくは１月２１から２２日にアルコピアに

行きました。かた道４時間かけて行きました。 

 しょう品はおかしで当てれてよかったです。 

 ついて１時間３０分ほど休んでスキーを始

めました。でもころんだときはものすごくた

いへんです。ぼくもころんだから、みんなよ

り、１周おくれてしまいました。ものすごく

くやしくてかなしかったです。 

 ２日目は朝８時からスキーでした。 

 ２日目はリフトを１５回ぐらい使いました。 

 スイスイすべれました。ロングコースもす

べれました。来年もまたすべりたいです。 

 
 

◇ 『すべれた！！』 

           江南第 1団 カブ隊 

            しか 武田 千奈 

   

 「すべれた！」私は思った。なぜなら前ス

キーに行ったときまったくすべれなかったか

らだ。だから私はとっても、すべれたことが

うれしかった。 

 私ははじめ、ぜったいにできないとやって

もいないのにきめつけていた。だからスキー

を教えてもらってもぜんぜん楽しくなかった。 

でもみんなが一生けん命やってるのを見て私

も負けたくないと思った。それから私は一生

けん命練習した。そしたらすぐにすべれるよ

うになった。そしてたくさんスピードもでる

ようになったり小さな山をのぼれるようにな

った。 

 私がすべれるようになったのは、みんなの

おかげと思った。いつも近くにいてころぶと

声をかけてくれる友達のおかげだと思った。

また来年も行きたいです。 
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◇『日進第 2 団 30 周年記念ｷｬﾝﾌﾟ&30 ｷﾛﾊｲｸ』 

         日進 第２団 BS隊 

              花井みつき 

  

私はボーイ隊で 30 周年記念の 30km ハイクを

しました。 軽い気持ちで余裕なのでは？と

思っていました。 それは大違いで、１０km

で体の疲れ、２０km で足の痛み。 すごく大

変でした。 

でも、ボーイ隊の仲間がいたおかげで楽しく

歩けたし、私も頑張らなきゃ！と思えました。                     

そして 30km、時間に間に合わなかった人もい

ましたが、全員完歩できました。 私は先頭

で道を確認しながら行きました。 なので、

とても達成感を感じられました。 体は疲れ

ましたが、とてもよい経験ができたと思いま

す。 そして、キャンプをする仲間との絆も

より深まったと思います。 これからも楽し

くボーイスカウトができたらいいと思います。 

 

 
 

        日進 第２団 CS隊 

              鮫島えいみ 

「楽しかった 30 周年記念イベント」 

ボーイスカウトの活動で 30km ハイクと一泊

舎営を行いました。 

 一日目のねるときから、30km 完歩できるか

心配で、あまりねむれませんでした。でも、

やってみると友だちといろんなことを話すこ

とができたり、クイズをだしあったりしなが

ら歩きました。 

 さいしょ、山をおりるとき、どんぐりやも

みじの葉が赤く色づいて歩道に落ちていまし

た。ふむと、シャリシャリと音がして、とて

もきれいだなと思いました。どんぐりにぼう

しみたいな物がついていたので、どんぐりの

皮をむいてぼうしにのせて、友だちと遊びま

した。 

 さいごの方では、足がふらふらしてねむく

なってきました。ゴールにつくとリーダーさ

んや友だちが「おめでとう」と言ってくれま

した。 

 さいごの人たちが帰ってくるまで待って、

みんなでクラッカーをならしたり、ゴールの

ヒモみたいなものを持ったりしました。 

 たいへんだったけど、本当に楽しかったで

す。 

 

 
 

        日進 第２団 CS隊 

             水野 護 

 

「がんばった 30 ㎞ハイク」 

10 月 29 日、ぼくは 30 ㎞ハイクに出かけまし

た。最初の十㎞ぼくは後ろのほうにいました。

最初は体力はまだまだあり、じゅうぶん走れ

ると思いました。しかし 4 つ目のチェックポ

イントをすぎるとだんだんつかれてきました。

みんなでひるごはんを豊田スタジアムで食べ

て、体力をもどしてくれた。最後は本当につ

かれながらも 30 ㎞ハイクを完歩して、最後は

足がぼうのようになりました。ぼくは、クマ

キャンプで、ボーイの 2 きゅうにはいるには

10 ㎞ハイクが必要とききました。だけどぼく

は 30 ㎞完歩したので自信がつきました。次は

35 ㎞やってみたいです。 
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        日進 第２団 BVS隊 

             山本 凌也 

ぼくが 30 ㎞ハイクでうれしかったことは、と

ちゅうからあるいたからみんなより元気なの

に、ゴールでヘトヘトでゆっくり歩いていた

時、みんなが、えがおで、むかえてくれたの

がうれしかったです。 

 

 
 

◇『図画写真コンテスト最ゆうしゅう賞』 

江南第 3 団カブ隊 

日比野 哉士 

1 月 19 日、図画写真コンテストの表しょう

式に行きました。ぼくの絵が、カブ図画の部

の最ゆうしゅう賞にえらばれました。 

おうぼした絵は、ぼくが毎年楽しみにして

いる夏の舎営の時のものです。今年は、ひみ

つ基地をつくるために、のこぎりを使って竹

を切っている絵をかきました。 

表しょう式の手紙をもらったときは、とて

もびっくりしたけれど、うれしかったです。 

4 月からくまになるので、自分からすすんで

行動し、うさぎやしかの子ときょう力できる

組にしていきたいです。 

      

 

◇ 『あかいはねぼきん』 

江南第３団 くまざき こう 

 あかいはねきょうどーぼきんをしました。

かんばりました。あかいはねふうせんもあげ

ました。 

 

 
 

◇ 『あかいはねきょうどうぼきん』 

江南第３団 いそむら まさな 

 ぼーいすかうとであかいはねきょうどうぼ

きんをしました。あついけどがんばってやっ

たらたのしかったあとはかずとくんがはねを

いっぱいわたすのがおもしろかった。 

 

江南第３団 いとう つむぎ 

 きょうビーバーであかいはねきょうどうぼ

きんをしました。どこかのおじいさんが 1000

円さつをいれてくれました。そのときはうれ

しかったです。 

 

 
 

江南第３団 こむろ えいた 

 前のぼきんかつどうは、すごくたのしかっ

たです。またやりたいです。たくさんの人が

お金を入れてくれました。 

 たくさんの人がいたからすごくはずかしか

ったけどがんばってやりました。 
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◇ 『でんきのかがくかん』 

江南第３団 いとう つむぎ 

 

 きょうビーバーにいきました。でんきのか

がくかんにいきました。しょっうてんとちゅ

うきゅうせんのくいずをしました。またいき

たいです。 
 

 
 

江南第３団 くまざき こう 

 でんきのかがくかんにいってきました。 
 

   
 

江南第３団 どい こうた 

 ぼくが、かがくかんでいちばんたのしかっ

たのはくれんゲームです。どうしてかと言う

と、ボールがとれてうれしかったです。たか

らです、またいきたいです。たのしかったで

す。 

 

   
 

◇ 『びりびりビーバー』 

江南第３団 いそむら まさな 

 みんなででんしゃにのってでんきのかがく

くかかんに、おべんきょうとか、あそびにい

きました、 

 もういちどいきたいです。たのしかったで

す。 

 

 

◇ 『くすりはくぶつかん』 

江南第３団 いそむら まさな 

 くすりはくぶつかんにいきました。めが 9

こあるかみのけものの、しんじゅうがいまし

た。さいぎにあそびました。たのしかったで

す。 
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江南第３団 いとう つむぎ 

 きょうビーバーでナイトウキネンクスリハ

クブツカンにいきました。えれべーたーにの

るときにこわくてとまってるかもとおもいま

した。もうのりたくないです。 

 

江南第３団 わたなべ ひまり 

 わたしは、くすりのはくぶつかんいきまし

た。いろいろなげーむとかいっぱいあってす

ごかったです。そとにでたらおはながいっぱ

いあってきれいでした。またいきたいです。 

 

   
 

江南第３団 どい こうた 

 くすりのはくぶつかんは、いろいろなくす

りやいろいろなどうぐが、おいてあったので

たのしかったです。 

   
 

 

◇「鈴鹿７山登山プロジェクト」 

  春日井第４団 ベンチャー隊 柴田雅弥 

                     

私は今回山が登りたいと思いプロジェクト

を実施しました。 

ボーイスカウトの時、夏のキャンプで登る

山は大変で嫌いでした。ベンチャースカウト

になり、新しいことへ挑戦しようと思い、苦

手だった山を選択しました。 

計画段階では一緒に登る仲間に置いていか

れないか、仲間の足を引っ張らないか不安で

した。 

いざ登ってみると山はすごく楽しい場所で

した。 

一歩一歩上へ行く感覚は気持ちよく、自分

の力で地面を進む感じは最高でした。 

４回山へ行きましたが雨の山、風の山、晴

れの山と様々な風景が見られたので、行って

よかったです。 

今回のプロジェクトをきっかけに今までよ

りももっと自然が好きになりました。 

   
 

 

◇「探検旅行」 

  春日井第４団 ベンチャー隊 伊藤輝亮 

                     

あなたは、新海真監督の映画「君の名は」

を見たことがありますか。昨年の夏に公開さ

れ、興行収入が世界で 300億円を越えた大ヒ

ット映画です。僕たちの探検旅行のコンセプ

トは、この映画の舞台となった場所を巡り、

映画の感動をもう一度味わうというものです。

いわゆる、聖地巡礼です。 

「君の名は」の聖地と言われている場所は

岐阜県の飛騨と東京と長野の諏訪市にありま

す。１日目に飛騨、２日目に東京、３日目に
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諏訪市という日程で旅をしました。移動には、

１日 2,000円ほどで JR が乗り放題になる「青

春 18きっぷ」を使いました。電車の時間を調

べることがとても楽しかったことを覚えてい

ます。新幹線などは乗れないので時間はかか

ってしまいますが、手頃な料金で旅ができる

ので、また利用したいと思っています。 

途中、雪が降ってきて移動できなくなるな

どのハプニングはありましたが、大きな事故

もなく、とてもいい思い出になりました。ま

た、自分達で一から計画を立て、それを実行

することができ、自信にもなりました。 

これからベンチャースカウトになる後輩た

ちにも、是非この経験をしてほしいと思いま

す。 

 
 

◇「餅つき大会」 

  春日井第４団 ベンチャー隊 井高直輝 

                     

 今年の団行事餅つき大会は、とても楽しい

時間となりました。餅つきの合間の各隊活動

の時間に、上班奉仕をしているボーイ隊は例

年とは少し違うことをやりました。 

何をやったかというと神輿を作りレースを

行いました。各班、設計図をみながら木材と

ロープで作りました。出来上がりは強度のし

っかりとした神輿から設計図とは違うちょっ

と変わった神輿までできました。 

その後、班対抗レースを行いました。初級

だけになってしまった班もありましたが、あ

きらめず休みながらもしっかりゴールしてく

れたのは、本当によくがんばったなと思いま

した。 

午後はローバー隊主催の運動会が行われ、

最後には大逆転がおきるなど楽しい時間とな

りました。 

もちろん、餅つき大会の主役である餅は、

みたらし味が新しく登場し、とてもおいしく

食べることができました。 

  
 

 

◇「雪中キャンプ」 

  春日井第４団 ベンチャー隊 渡辺泰成 

                     

１月に雪中キャンプがありました。 

金曜日の夜にスカウトハウスを出発し、土

曜日の午前３時頃にアルコピアスキー場に着

きました。 

スキー場は雪が降っており、その中で設営

を行ったせいか、軍手が支柱にくっついてし

まうことがありました。設営が終わって寝た

のは午前６時ぐらいでした。 

昼頃に本隊が合流し、その後スキーを楽し

みました。夜は誰もいないスキー場を、隣で

同じく雪中キャンプをしていた江南のスカウ

トたちとそりで滑りました。 

日曜日もスキーを楽しみ、撤営を行い帰り
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ました。初めての参加でとても寒かったです

が、それ以上に楽しかったので、来年も参加

したいです。 

 
 

 

◇ 「思い出の表彰式」 

春日井第８団 カブ隊 

しか 黒木 乃絵 

 

私は夏の舎営キャンプに行った時、梨狩りを

しました。 

美味しい梨を選ぶポイントは日のあたる場所

で黄色っぽくなっていて大きく丸くなってい

る梨だそうです。 

その時美味しい梨を選んで取っている友達の

写真を撮りました。 

その写真を写真コンテストにだしたら入賞し

たので、栄に行き表彰してもらいました。 

最初は図画の部、その後に写真の部の表彰が

ありました。ビーバー、カブ、だんだん自分

の番が近づいてきて、ようやく自分の名前が

呼ばれると思い恥ずかしく待っていました。

ところが私の前の人が呼ばれると、私の名前

を呼ばずに終わってしまいました。とても残

念に思い、ショックで悲しくて椅子に座って

いました。そしてその後、係の人に名前が呼

ばれなかった事を伝えると、「手違いでした。」

と返事がありすぐに会場に戻りみんなの前で

名前を呼んでもらえました。みんなとは違う

表彰式で恥ずかしかったけど、嬉しかったで

す。 

私は入賞でしたが、他の人の作品を見たらと

ても上手に写真が撮れていたので、また今度

機会があったら、撮り方を工夫して撮ってみ

たいです。 

   
 

 

◇ 「楽しかったもちつき」 

春日井第８団 カブ隊 

しか 鈴木 大斗（ひろと） 

 

 
１２月４日もちつきをしました。初めに花

もちを作りました。はじめはモチが手にくっ

付いてうまくできなかったけど、だんだん上

手にできるようになり、りっぱな花もちをつ

くることができました。つぎにもちをつきま

した。小さいきねでもけっこう重く、もちを

つくのは大変でした。みんな１０回ぐらいつ
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いて、交代しながらもちをつきました。もち

をついた後、きな粉やあんこをつけて食べま

した。つきたてのおもちはとってもおいしか

ったです。お皿にいっぱいのおもちだったの

で、おかわりはしませんでした。もちつきの

体験ができたので、とっても良かったです。 

楽しいもちつきでした。 
 

 

◇ 「スキー訓練にいきました」 

春日井第８団 カブ隊 

しか 野村 充哉 

 

１月４日、５日と冬の舎営で高遠青少年自

然の家と伊那のスキー場へ行きました。高遠

少年の家では、この日雪を使ってのいろいろ

なゲームがおこなわれていました。せいげん

時間内に雪をどれだけ高く積むことができる

かの競技とか雪玉を的に当てて点数をきそう

競技とか、カーリングの石を使ってのボーリ

ング競技などをしました。また雪でランタン

を作りました。夜たくさんの人が作った雪の

ランタンにローソクの火が入ると、とてもき

れいでした。 

 

 
 

外はとっても寒かったけど、星はとっても

きれいで、オリオンの星座がとてもはっきり

と見えました。 

次の日は、朝５時におきて、スキー場に行き

ました。高遠では、雪が少ししかありません

でしたが、スキー場についたら雪がすごくふ

っていました。午前中はスキー学校でスキー

を教えてもらいました。午後からは、リーダ

ーに付きそってもらい、すべりました。去年

より上手にすべる事ができました。でもやっ 

ぱり、いっぱいころんだので、今度は転ばな

いようにもっと上手にすべりたいです。スキ

ーはとっても楽しいです。  

 

 
 

 

◇  何度も枝分かれしている葉っぱを見つ

けた 

 大口第 1団 カブ隊 

くま 前田奈穂美 

 

私は今日、追跡ハイクでいろいろな葉っぱを

見つけました。 

中でも面白いのは、何度も何度も枝分かれし

ていた葉っぱです。 

数えてみたら、8 回～10 回ほど枝分かれして

いて、とても面白かったです。 

この時、不思議だなと思ったことは、枝分か

れはどのようにできて、どのようなよいこと

があるのか気になりました。 
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◇ 『けん血活動』 

大口第 1団 カブ隊 

しか 落合慶裕 

 

ぼくは、イオンモール扶桑で、けん血活動を

しました。 

四ヶ所に分かれて三十分ずつ交代しました。 

ぼくは、大きな声で「献血よろしくお願いし

ます」と言い、ちらしを配りました。 

でも、ちらしをもらってくれる人が少なかっ

たです。 

それでも、けん血をしてくれている人がいた

ので良かったです。 

  
 

 

◇ 『ついせきサイン』 

大口第 1団 カブ隊 

 うさぎ 有満心春 

 

今日、ついせきサインをしりました。 

1番わかりにくかったのは、「もくてきちとお

ししれいあり」のサインです。 

 
さいしょは、「もくてきちはとおい」と思って

いて、なかなかできませんでした。 

だけど、おさらいをしてわかりました。 

今日の、ハイクは、楽しかったです。 

今日ならった事や、楽しかった思い出をわす

れないようにしたいです。 

  

 

◇ 『ドッジビー大会』 

大口第 1団 カブ隊 

うさぎ 中村充孝 

 

ぼくは、友だんドッヂビー大会にさんかしま

した。 

ドッヂビーはドッジボールと違って、外野が

三人いたりボールではなく、ディスクだった

りで、ルールがちがうので楽しいです。 

それから、だんでチームを作ってほかのだん

と対けつしたので、だんけつして 2し合かて

てよかったです。 

もっと練習して、もっとし合に出れるように

がんばりたいです。 

  
 

 

 

◇ 『もちつきと小刀』 

大口第 1団 カブ隊 

うさぎ 仙田拓磨 

 

今日、もちつきをしました。きねが重くても

ちをつくのがむずかしいかったです。できた

てのきなこもちはもっちもちでおいしかった。

次に小刀で、えんぴつをけずりました。さい

しょはけずるのがかたくてつらかったけど…

なれるとじょうずにトキトキにけずれました。

もちつきもえんぴつけずりももう一回家でや

ってみたいです。 
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◇ 『テントをたてたよ』 

大口第 1団 カブ隊 

  うさぎ 佐藤聖也 

 

きょうぼくは、てんとをたてました。 

1組 2組ペグの数がちがってたいへんでした。 

ほねぐみをてんとのところにいれました。 

ぺぐをハンマーでいれました。 

さいごにてんとをしまいました。 

さいごに 1組たい 2組でドッヂビーをしまし

た。 

 
 

 

◇ 『10 か所の国を調べたよ！』 

 

 大口第 1団 カブ隊 

うさぎ 古市 雫 

 

今日ドッヂビー大会が終わった後、スカウト

ハウスで国際連合旗や「ベーデンパウエル卿」

の生まれた「イギリス」などについて調べま

した。 

ほかに 10か国についても調べました。それを

表にまとめてスカウトハウスにかざりました。 

せまい国でもたくさんの人がすんでいること

を知ってびっくりしました。 

 

 

◇ 『スキー』 

春日井第 5団  

カブ隊 橋本綾 

 

 去年はドキドキしてすべれなかったけど、

今年はうまくすべれた。スキー教室は、元太

と同じチームだった。宿でカレーやハンバー

グが出てきてすごくおいしかった。 

 リフトはすこしこわかったけど、ちゃんと

ケガをせずにのれた。りんかんコースは、で

こぼこのところがあって、何回かこけたけど、

一番楽しかった。1 日目よりも 2 日目の方がう

まくなっててうれしかった。 

 

  
春日井第 5団  

カブ隊 原田信繁 

 少しこけたけど楽しかった。 
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             春日井第 5団 

           カブ隊 鈴木元太 

2 月 12 日はものすごくすべった。林の中はし

ずかで、朝 1 番の時はもうすごかった。急な

所は左右とターンをして、気分よかった。 

2 月 11 日の宿はフロに入って、ごはんは、さ

けがうまかった。少しふざけすぎたとはんせ

い。 

 

             春日井第 5団 

         ビーバー隊 橋本まな 

 

はじめにバスにのりました。そしてやどにつ

いてきがえてスキーにいきました。それでス

キーをしました。 

かえってきてごはんをたべました。ねるまえ

に本をよみました。しょう子ちゃんも本をよ

んでたのしかったです。 

（お父さんに教えてもらってボーゲンが出来

るようになりました。） 

 
 

◇ 『けんけつのおてつだい』 

              春日井第 5団 

カブ隊 橋本綾 

 

けんけつは、最初はドキドキして、大きな声

を出せなかったけど、だんだんうまく大きな

声で言えるようになった。 

声をかけてて「行く」という人は少なかった

けど、けんけつをしている人を見ると、がん 

ばろう！という気持ちになれた。 

駅の方は電車に乗る人が多くて残念だった

けど、反対側にも人が多くてうれしかった。 

 

 
 

春日井第 5団  

ビーバー隊 波多野祥子 

 

 わたしは、きょうビーバースカウトでけん

けつのおてつだいをしにいきました。いろい

ろなばしょをあるいてくるまにのっている人

に「シートベルトしてください」といいまし

た。 
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◇  『サイクリング』  

江南 3 団 

 

江南 3団ボーイ隊では毎年往復 120km程度

の長距離サイクリングを 1 泊 2 日で行ってい

ます。今年度は 12 月 10 日～11 日の期間に江

南市後飛保町のスカウトホームをスタートし

岐阜県郡上八幡を目指しました。途中、自転

車のパンクや事故などなく、江南を出発後、

約 7 時間後、郡上八幡に到着しました。日没

前だったため、街並み散策を行うことができ

ました。宿泊はユースホステル郡上洞泉寺さ

んにお世話になりました。また、昔ながらの

銭湯を経験することができスカウトたちはと

ても喜んでいました。帰りは全体的に下り坂

であったため、往路よりも早く 5 時間程度で

江南に到着できました。全員が途中リタイヤ

することなく達成感に満ち溢れた笑顔で帰っ

てくることができ、とても良いサイクリング

となりました。 

 

 

 

【編集者より】 

今回もたくさんの記事をいただきありがとう

ございました。 

次号は、6 月中旬原稿締め切り、7 月初旬発行

予定です。 

気候も暖かくなり、キャンプ等野外活動も多

くなると思います、記事をお待ちしています。 

尚、投稿は常時受け付けています。 
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