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春日井第 2 団
カブ隊
くま
一宮 圭吾

組織拡充委員会
編集・発行
中村

一徳

緑のぼ金
春日井第 2 団
カブ隊
くま
丸宮 幸和

ぼくは 4 月 29 日にカブ隊の仲間と緑の羽
ぼきんをしました。多くの人にぼきんをし
ていただけるように、ぼ金箱を工夫して作
っていきました。
最初はきんちょうして大きな声が出ませ
んでしたが、だんだん大きな声を出せるよ
うになりました。ぼ金をしてくれる人がい
ると、もっと多くの人に知らせてぼ金をし
てくれるようにさらに大きな声を出すよう
になりました。
たくさんのお客さんにぼ金をしてもらえ
てうれしかったです。元カブの先ぱいたち
も来てくれて勇気づけられました。と中で
移動した先でも多くの人に募金をしてもら
えてうれしかったです。
バローのみなさん、ぼ金をさせていただ
きありがとうございました。気持ちよくぼ金
活動ができました。ぼ金をして下さったみな
さん、とても感謝しています。ありがとうご
ざ
い
ま
し
た。

ぼくは 4 月 29 日に緑のぼきんをボーイス
カウトの仲間と活動しました。大声でやっ
てもさいしょはぜんぜん人が来なかったけ
ど、おじさんが来てくれました。ちょっと
時間がたつと人もいっぱい来て、いろんな
人がお金を入れてくれました。その後みん
な声がかれてきてしまいました。かれなが
らもがんばっていると声も直ってきて、お
金もふえてきました。ぼ金活動が終わって
お金がたくさん集まってよかったです。

◇

カブ隊最後の夏キャンプ
春日井第 2 団
カブ隊
くま
神戸 桃歌
私は 8 月 24 日から 2 泊で夏キャンプに行
きました。岐阜県郡上市の大月の森キャン
プ場というところです。
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まず楽しかったのは、一日目の魚つかみ
です。私は一匹も取れませんでしたが、川
の水が気持ちよくて楽しかったです。
二日目には組ごとに船を作りました。
みんなで意見を出し合って、協力して工夫し
て作りました。船はあまり速く進まなくて残
念だったけど、川に入って水をかけて遊んだ
のが楽しかったです。
夜間ゲームは七福神の事や応急しょ置の
しかたなどを学びました。
キャンプファイヤーでは、七福神のスタ
ンツをしました。キャンプ前の組集会でみ
んなでせりふを覚えたり、たくさんのリハ
ーサルをしました。成功したので良かった
です。
とても楽しかったです。ボーイ隊でどん
なキャンプをするのかとてもドキドキわくわ
くしてとても楽しみです。

次の日にオリエンテーリングハイクをし
ました。色々なクイズを解きながら進んで
いきました。台風の後だったので、たおれ
た木がありました。その木にのるとガタガ
タしておもしろかったです。
地球村のキャンプはとても楽しかったです。

◇

◇

夏キャンプに参加して
春日井第 2 団
カブ隊
くま
渡辺 僚哉

8 月 24 から 26 日にぼくは岐阜県郡上市の
大月の森キャンプ場へ夏キャンプに行きま
した。
ぼくが一番心に残っているのは七福神の
船を作って川に流したことです。
船は 3 組のみんなで作りました。工夫し
たところはへりを紙ねん土で固めました。
良く進むようにと思いながら紙ねん土にさ
しました。
3 組は競争して 3 位でしたが僕たちの船は
うまく流れに乗ってゴールしました。
2 日目の夜には七福神にちなんだスタン
ツをしました。
「大きな声でできたね」とほ
められてうれしかったです。
今回はぼくにとって３回目の夏キャンプ
でした。うさぎではどきどきして、しかでふ
ふつうでした。今回は組長なのでみんなをま

地球村の野営キャンプ
春日井第２団 カブ隊
くま 青木 千音
地球村のキャンプで楽しかったことはた
くさんあります。
まず、ボルダリングをやりました。安全
のためのそうぐ、ワイヤーを付けました。
次になれるために少しうきました。ういた
ときに、こわくてなかなか手をはなせませ
んでした。いよいよやりはじめました。ど
こから登ればいいかわからないとき、赤い
ラインで行くよう教えてくれました。最初
の方は順調でしたが、下を見て少しこわく
なり、止まってとちゅうでおりました。終
わった後、とにかく手がいたかったです。
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とめたり、指示しました。夜は組長会があっ
て楽しかったです。
組のみんなと協力して楽しいキャンプで
した。

れん蔵院ではお昼ごはんを食べました。
長く歩いてつかれていたからおいしく感じ
ました。
最後に行ったりゅうこう寺にも保存樹の
クスノキがありました。見た目はぼろぼろ
だったけど、その大きさに感動しました。
お寺巡りの最中、地図を見ながら進んだ
けど、わかりずらくて一度道をまちがえま
した。それでも無事に 4 つのお寺に着くこ
とができました。とても楽しかったです。
◇

魚をとったよ
春日井第 2 団

◇

ビーバー隊
吉田 快生

ぼくは、六ぴきアマゴとヤゴをつかまえま
した。さいしょに一匹あみでつかまえて手で
五匹つかまえました。
ぼくは、おうちでは魚はあんまりすきじゃ
ないけど、みんなでたべたアマゴがおいしか
ったです。
またとりたいです。

高蔵寺福徳神めぐりハイク
春日井第 2 団
カブ隊
くま
馬場 翔英

◇
ぼくは 6 月 17 日に 4 つのお寺（ずい法寺、
じょう泉寺、れん蔵院、りゅうこう寺）巡
りをしました。その中で特に印象に残った
ことについて書きます。
まず、ずい法寺にあった大黒天はすごく
きれいで、細かく作ってありました。また、
保存樹のクロガネモチとクスノキがすごく
大きかったです。
じょう泉寺では、子どもを守るおじぞう
さまがいてありがたいなあと思いました。
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キャンプファイヤーすきです
春日井第 2 団 ビーバー隊
吉田 龍生

ぼくは、ほのおがこわかったけれど、おれ
んじいろとあかいほのおがきれいでした。
もえている木がくずれたけど、ほのおはまっ
すぐ空にむかっていました、かおがあつくな
りました。
た の し か っ た で す。
◇

裏剣投げ、縄抜けなどの各ポイントをグルー
プごとに元気よく廻り、軽食はピザ窯で焼い
たほこほこ・熱々のお芋と汁物でお腹も大満
足。隊集会が終わったカブ隊も合流し、100 本
近く準備したサツマイモ(11 月 25 日(日)に 9
月の台風で中止になった「忍者修行だ」と「焼
き芋パーティ」を合わ春に植え秋に収穫)もあ
っという間に完食、スタッフもびっくり、し
かし笑顔が素敵な子供たちと過ごせた嬉しい
1 日でした。
12 月・1 月とビーバー隊、カブ隊の隊集会
の参加希望者へしっかりと対応をして行きた
いと役務分担を確認した反省会でした。

はじめてのなつキャンプ
春日井第 2 団 ビーバー隊
あきやま こうし

ぼくは、8 月 25 日から 26 日ではじめてなつキ
ャンプへいきました。川あそびやさかなつか
みやキャンプファイヤーなどいろいろなこと
をしました。
とてもたのしかったことは、川あそびとロケ
ットづくりです。川のみずはつめたかったけ
ど、さかなをさがしたりみずをかけあったり
しました。
ロケットはペットボトルでつくりました。
そらたかくとばせてうれしかったです。

◇
◇

秋の募集イベント開催

保護者交流会と隼・菊章伝達式
春日井第 2 団
桜🍒母の会・おやじの会

春日井第 2 団
募集実行委員会
11 月 25 日(日)に 9 月の台風で中止になった
「忍者修行だ」と「焼き芋パーティ」を合わ
せた募集体験行事を春日井市少年自然の家で
行いました。天気も良く、暖かな日差しの中、
17 家族 24 名の年長～小学 4 年生のお友達が親
子で参加をしてくれました。自団のビーバー
スカウトも仲間に加わりました。「忍者修行
だ！」のテーマでキムス、手裏剣づくり、手

12 月 9 日(日)に「防災に学ぶ」をテーマに桜
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🍒母の会とおやじの会を合同で行いました。
洪水、台風、地震と日本各地で大きな災害
が頻発した今年の夏、被災者が「長くここで
暮らしているけれど、こんなことは初めて」
「まさか自分たちがこんな目に遭うとは……」
と語る姿から事態の深刻さが伝わり、大きな
災害は日本中どこでも起こると感じます。私
たちが被災者になる可能性も無いとは言い切
れません。そんな非常時に役立つ、身近なア
イテムの活用法を知り、備えて置くことは大
切なことです。
体で覚えたことは忘れないと、今年２回目の
保護者交流会を自然の家で開催しました。
桜母の会は炊き出し、おやじの会は簡易ト
イレ(段ボールを使用)試作、また、ラップや新
聞紙、ビニール袋の代用など体験しました。
出来上がったおにぎり、芋煮汁は同時に行
われたカブ隊やボーイ隊の集会の昼食として
全員に配給されました。
昼食後は急遽決まった菊章・隼章の伝達式
を行いました。保護者、スカウトが集まって
いる場で伝達式を開催したいとのスカウト進
歩委員さんの強い思いとお骨折りで実現しま
した。みんなに祝っていただいた二人も次の
目標に向けて励みになると信じますし、先輩
の晴姿をみて希望をいただく年下のスカウト
もいたでしょう。
とても寒い日でしたが、多くの方に参加し
ていただき、内容の濃い、熱のこもった一日
となりました。

日」のお祝いと地域への感謝のために、デイ
サービスセンターに団全体で行きました。団
活動はボーイ隊の先輩と一緒に活動ができる
ので、楽しみにしていました。
午前中はセレモニーとデイサービスセンタ
ーでの出し物の準備をしました。セレモニー
の時に僕の名前が急に呼ばれてびっくりしま
したが、スーパーカブの表彰と記念の盾をも
らえて、うれしかったです。
午後は、３６人のおじいちゃん、おばあち
ゃんの前で出し物をしました。カブ隊では BP
スピリットを一緒に踊りましたし、団全体で
風船バレーや UFO 踊りをしました。おじいち
ゃんたちに喜んでもらえて、うれしかったで
すし、すごく達成感がありました。
今回の奉仕活動ではベンチャー隊員が司会
をしたり、ボーイ隊の班長がカブ隊にも気を
配ってくたり、出し物を盛り上げていたのが、
かっこいいと思いました。僕も、スカウト活
動を続けて、場を盛り上げたり、周りに気を
配ることができる人になりたいです。

◇ デイサービス奉仕とクリスマス料理対決
小牧第 2 団 ボーイ隊
ウサギ班 班長 山内 晴太
自分がこの一年の中で楽しかったことは、
二つあります。
一つ目は、スカウトの日にデイサービス陽だ
まりに行き、慰問の奉仕をしたことです。
陽だまり慰問では、１７NSJ の報告をしたり、
手旗を使ったゲームをして、利用者のおじい
さんやおばあさんたちと楽しく遊んだりした

◇「スカウトの日」
小牧第２団
カブ隊 高田啓太
「スカウトの日」に小牧第２団は「敬老の
-5-

ぼくは、夏のキャンプで長野県ののぞきど
キャンプ場に行きました。カレーを作ったり
流しそうめんをしたり、キャンプ場をたんけ
んしたりしたけれど、一番おもしろかったの
はマスつりです。ぼくは、２ひきつりました。
つりでむずかしかったのはつりあげるときの
タイミングでした。つれそうになったけど、
魚がにげてしまいました。くやしかったけど
そのあとがんばってつりました。つれた魚は
ピカピカ光っていてとてもきれいでした。マ
スはぬるぬるしてつかみにくかったです。こ
の時の事を絵にかきました。ぼくの絵が表し
ょうされてうれしかったです。ぼくはベーデ
ンパウエルのように絵が上手になりたいです。
◇「より良くするために」
小牧第 2 団 ボーイ隊
コブラ班 班長 東山 このか

からです。
二つ目は、江南 3 団との合同キャンプです。
江南 3 団のオオカミ班とクリスマス料理対決
でアクアパッツアを作りました。江南 3 団の
アクアパッツアは、カレーの味がしておいし
かったです。また、菊章に挑戦しているので、
信仰奨励章を取得するためにアンノウンスカ
ウトの逸話の紙芝居も披露しました。
◇

私は団の体験集会で、アンノウンスカウトの
逸話を紙しばいで発表しました。
紙しばいは菊スカウト章に挑戦中の３人で作
りました。アンノウンスカウトの内容はハン
ドブック等で調べて作りました。ビーバース
カウトの子たちの興味を引けるように登場人
物を動物にしました。最初はボーイ隊のキャ
ンプ中にほかのスカウトに発表しましたが、
調べた内容をほとんどそのまま書いた文章だ
ったので難しい言葉が入っていて分かりにく
い所がありました。それを改善してビーバー
スカウトやカブスカウトが参加する体験集会
で発表をしました。終わった後にリーダーか
ら良かったと言ってもらえました。また、ま
だボーイスカウトに入隊していない子たちに
もボーイスカウトの良さを伝えることができ
たと思います。努力をしてとても良い結果が
でたので嬉しかったです。

キャンプの魚つり
小牧第２団 カブ隊
うさぎ 石田 直暉
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◇

一年間の思い出
小牧第２団 カブ隊
隊長 藤澤 千穂

D L を３年半経験し、副長も３年ほど経験
したなか、固辞し続けていた隊長職が今年回
ってきました。
新任隊長では誰しも通る道とはいえ、時に
悩み、時に落ち込みつつも、隊員たちの笑顔
や副長始め D L さん達の絶大なバックアップ
に助けられ何とかやってこられました。
山登りではいつも息切れし、一番後ろから
ついていく情けない隊長ですが、これからも
スカウトたちの笑顔が見られるように頑張っ
ていきたいと思います。
（写真は趣味で作っている紐・革細工です。
優秀組にあげようかな、優秀スカウトにあげ
たいな、と日々ちまちま作っています。）

◇

◇「楽しかったクリスマス会」
江南第３団
かねまつ

カブ隊
さやえ

今日はクリスマス会でした。
わたしたちは、みんなで手まりづしを作り
ました。出しものは、マジックをしました。
マジックではしっぱいしましたがさい後ま
でやりきりました。みんなでケーキを食べた
り、歌ったり楽しい一日でした。

アイススケート訓練

◇

尾張旭第 1 団
カブ隊長 林緑
尾張旭第 1 団は、2 月 10 日(日)に、愛・地
球博記念公園(モリコロパーク)アイススケー
ト場にて、アイススケート訓練を行いました。
初挑戦のビーバースカウトから、訓練を重
ねて自在に滑ることができるボーイスカウト
まで、皆疲れも見せずに滑り、技術の向上を
経ることができました。
このような、3 隊合同での活動日は、スカウ
トの成長の過程を見て取れる、良い機会でも
ありました。
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「楽しかったクリスマス会」
江南第３団 カブ隊
ふじの まさと

ぼくは、１２月９日に、クリスマス会にさ
んかしました。
一番はじめに、クリスマスリースの手まり
ずしを作りました。えびチーズや、まぐろな
ど、いろいろなしゅるいの手まりずしを作り
ました。そして、レタスなどのやさいで、ま
るい形を作ってから、手まりずしや、トマト、
たまごなどを上にのせました。食べれてきれ
いなリースをかんせいさせました。

マジックにさんかしてくれた人がビックリし
たような顔をしてくれたのでせいこうしたん
だなと、うれしかったです。ごはんを食べお
わってから、サンタさんから、クリスマスプ
レゼントをもらいました。おまけに、ビーバ
ーの作文しょうや、みかんなどをもらいまし
た。とても楽しいクリスマス会でした。
そして、手まりずしや、スープ、からあげ、
レタスなどを食べました。いつものカブべん
とうも、いいけど、今日みたいにみんなで、
にぎやかにいろいろ食べられるのもいいと思
います。しかも、おいしかったです。ビーバ
ーの作ったケーキを食べていると中に、ビ

◇

ボーイ隊スキー訓練に参加して
瀬戸第６団 ボーイ隊
桜井健太郎

僕が一番スキーで楽しかったことは、タイ
ムトライアル競争です。
二日目の最後に、頂上から滑り降りてタイ
ムを計りました。少し天候が悪く霧が発生し
ましたが、楽しく滑ることができました。
初日は頂上から見える御嶽山がとてもきれ
いでした。班員が手袋をリフトから落として
しまった時に、全員で協力して探索に行き無
事に手袋を班員のもとに返せたのが良かった
です。
また、リフト待ちしているときに、他の団
のカブ隊やボーイ隊と会い友情を深めること
ができました。
目標である、ちかいとおきての実践とシュ
テムターンの技術上達ができ、楽しいスキー
ができて良かったです。

のトナカイさん」を、手話でやったりしまし
た。
その次は、カブたいの、マジックショーで
す。ぼくはトランプマジックをしました。相
手に、カードをえらばせて、もどしてから、
カードをもちあげてもらうと、えらばれたカ
ードになっているというマジックです。
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◇「カブ最後のスキー」
◇「チャレンジ章完修」
北名古屋第１団 カブ隊
くま 高木 琢磨

瀬戸第６団 CS 隊
岡田 悠希
ぼくはスキー訓練に参加して楽しかった事は、
一日目に行った一番上の第５リフトです。
なぜかというと、一番急になっていて、
力を入れないと止まれなかったけど、すごい
スピードが出たからです。 他に楽しかった
事は、おふろや、第３リフトです。
お風呂がなぜ楽しかったか言うと、お風呂の
中で冷たい水かけたりしていて楽しかったで
す。 第３リフトは、ジャンプするところが
あってそこでジャンプするのが楽しかったで
す。 一番大変だったことは、二日目の朝に
布団をきれいにたたんだことです。
なぜかというと、布団の向きやシーツの向き
などをそろえないといけないからです。
そのあとにあった点検もきびしかったです。
すごかったことは、はじめのバスレクでだれ
かのモノマネをするときに、副長が、悟空の
モノマネをしたときにすごく似ていたことで
す。
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僕は、カブ隊でチャレンジ章を完修しました。
完修の為には大変な事がたくさんありました。
お母さんなどに手伝ってもらいながら全てク
リアできたので嬉しかったです。
大変な項目もあったけど頑張ってやり遂げた
のでよかったです。
他にも絵をかいたり、旅行の計画などをする
のがとても楽しかったです。
最初チャレンジ章をやってみると「疲れるな
～」と思ったけど、どんどんやっている
うちに楽しくなっていきました。なのでやっ
てとてもよかったと思いました。
このチャレンジ章でいろいろな事を知ったり、
学んだりすることができたのでとても
うれしです。
終わった後にタスキを見ると「とても頑張っ
たなあ」と思ってきました。
次は、カブではなくボーイになるのでもっと
難しく大変なことがあっても自分でやり
遂げたいなと思います。チャレンジ章完修は
頑張ってよかったです。
とても大変でした。

◇

いざ 高野山へ
江南第１団

◇
ボーイ隊
永田 崇悟

僕は今回、宗教章を取るために今年の夏、
僕の家の宗派にあたる高野山に宗教章講習会
を受けに行きました。
高野山とは和歌山県伊都郡高野町という所
にあり、世界遺産に登録されています。そこ
で２泊３日修行させてもらいました。
高野山では、まず６時に起床して６時３０
分から朝勤行をしました。朝勤行は約３０分
間正座をしていたのでとても足がいたかった
です。
その後に朝食なのですが食事作法があり、
その時にもお経を読みました。あとの時間は
すべて４～５人のお坊さんに講義してもらい、
奥之院等の参拝もさせてもらいました。
今回の講習会ではたくさんの事を学ばせて
もらったのですが、特に心に残っている事は、
ボーイスカウトのおきては仏教の教えと関連
していることです。
例えばおきての１つ目の「誠実」は、仏教
では常に仏教の心を持って行動するという意
味です。ボーイスカウトと仏教はつながって
いるのだと感じました。
今は春日井の方でお寺で下座行をさせても
らっています。
本当にいい体験をさせてもらいました。

最後の班旅行
江南第１団

ボーイ隊
中村 彩

「やっぱり大阪にしない？」私のこの一言
で今回の班旅行も前回と同じ大阪に決定！！
私にとって最後の班旅行でした。
４時間の電車旅のあと、まず向かったのは
海遊館です。私の好きなくらげはきれいにラ
イトアップされていて、美しかったです。

大阪といえばお好み焼き！ 食べながらみ
んなと盛り上がりました。
最後に向かったのは道頓堀！ 有名なグリ
コやカニなどをみながら、お買い物やたこ焼
きを食べて楽しかったです。
大阪も楽しかったですが、このメンバーで
最後に班旅行に行けたことが一番うれしかっ
たです。これからも楽しい思い出をつくって
いきたいと思います。
◇

強風の中での凧あげ
江南第１団 カブ隊
横山 春陽

凧をはじめてつくりました。竹ひごを切る
のが大変でした。凧を曲げるとき、ビクビク
しました。和紙が破れそうだったからです。
凧をあげるのは大変でした。風はいいぐあ
いにふいていたけど、凧のバランスが悪くて、
回転していました。大人の人にいろいろやっ
てもらうと、バランスが良くなり、凧があが
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りました。他の凧とはあまりからまりません
でした。
絵を、大きくかいておいて良かったと思い
ました。あれだけ大きくかいても、あげると、
はがきぐらいに見えるので、もっと小さくか
いていたら、消しゴムみたいに小さく見えた
と思います。
手ぶくろをしていなかったので、手がかじ
かみました。そのよく日、２回くらい、手か
ら血が出ました。
もう和紙で凧をつくることはないと思うの
で、とてもいい経験になりました。

１月６日、一宮スポーツセンターでスケー
トをはじめてやりました。さいしょは手すり
につかまっていたけど、大脇隊長に助けても
らったおかげで一日ですべることができまし
た。
１月１９日と２０日にスキーに行きました。
はじめての大きなつららを見ました。はじめ
てのスキーも先生や隊長におしえてもらった
おかげでスキーがすべれるようになりました。

◇

スキー訓練
江南第１団 カブ隊
大竹 智之

◇

はじめてのスケートとスキー
江南第１団 カブ隊
伊藤 洸征

１月１９日と２０日、ぼくはアルコピアス
キー場にスキー訓練に行ってきました。
バスの中でＢＩＮＧＯゲームをやりました
が、１等が隊長で２等がデンリーダーに当た
ったのでちょっとくやしかったです。
夜、ベンチャー隊の雪中に行きました。キ
ムチなべを作っていたのですが、うまくいっ
ていない様子でした。
“あの”ベンチャー隊も
たまには失敗するんだなと思いながら１日目
が終了しました。
２日目、８時半からリフトが動き出し、全
員フリー滑走が始まりました。ターンができ
てきたので直滑降をすべりました。やっぱり
風を真正面から受けるのはとても気持ち良か
ったです。来年のスキー訓練もたのしみです。

◇

スキー
江南第１団 カブ隊
稲葉 琴葉
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私は、スキーが今までの中で一番たのしか
ったです。
なぜかと言うと、Ｓ字が上手にできたし、
きょうそうしたりしてたのしかったからです。
なので私は、スキーが好きなので毎年冬をた
のしみにしています。
あと１年しかないけど、その時の冬はおも
いっきりすべったりあそんだりしたいです。
これからもよろしくおねがいします。

◇

◇

楽しかったスキー
江南第１団
高羽

カブ隊
かおる

楽しかったスキー訓練
江南第１団 カブ隊
小嶋 如泉

わたしが１月１９・２０日に一番楽しかっ
たことは、スキー訓練です。
その中でも、とくに心にのこっていること
は、１９日にはじめてすべったときに、さい
後はすべって下まで下りれたことです。
一番さいしょはスクールの先生にかに歩き
とすべり方と止まり方を教えてもらいました。
でも、転んですぐにはすべれませんでした。
そして練習をした後、リフトに乗って上ま
で行きました。山の上から先生に教えてもら
いながら下まではじめてすべることが出来ま
した。そのとき、スキーはとても楽しいんだ
なと思いました。スキーがさいしょはすべれ
なかったけど、すべれるようになってうれし
かったです。
体けんをして、スキーはテレビで見ると、
かんたんそうに見えるけど、やってみると、
むずかしいと思いました。

１月にカブでスキーにいきました。はじめ
は、リフトにのるときに上からすべるのが、
ものすごくドキドキしました。そしてリフト
にのったら高所きょうふしょうでこわかった
です。
それではじめて上からすべったらものすご
くこわかったです。下におりたら、ものすご
いたっせいかんがあじわえました。次の日は
１０回もすべれてよかったです。またいきた
いです。
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◇

スキー合宿
江南第１団 カブ隊
すぎと めい

わたしが一番楽しかったのは、スキー合宿
です。さいしょに練習した時は、坂を上るの
がとても大へんで、休けいした後は、練習に
もどりたくありませんでした。
だけど、リフトに乗って坂を下ると、思っ
たより、とても楽しくて、さいごはみんなよ
り少しさきに帰ってこれるぐらい、上手にな
れました。次の日には、坂を下るのがとても
すきになって、何回も下れるようになりまし
た。
夜も、ボーイの人や、ゆいちゃんたちとお
話しをして、とても楽しかったです。帰りの
バスの中でも、おみやげを買ったり、おやつ
を食べたりして、とても楽しかったです。

ぼくはもちつきをして、とてもたのしかった
です。ついたもちをたべてとんじるもたべま
した。とてもきねがおもくて、10 回もちをつ
いただけでつかれました。とんじるは 3 回お
かわりしてもちは 4 回おかわりしました。し
ょうゆ味のもちがとてもおいしかったです。
とんじるのお肉おいしかったです。だいこん
もおいしかったです。

◇

もちのたべくらべ
大口第 1 団 カブ隊
うさぎ 村山羅偉亜

ぼくは、もちつきをしました。さいしょは、
電動のもちつきのもちを食べました。
次に、みんなでたたいたもちをたべました。
2 つのもちを食べたら、みんなでついたもちの
ほうがおいしかったです。 また、ビーバー
からカブへ、あがるときにもらった皿セット
を、はじめて使って、皿が 2 コあったのを 1
つにまとめれるのでべんりだと思いました。

◇

とてもおいしかった！
大口第 1 団 カブ隊
しか 水野太陽

◇
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楽しかったもちつき
大口第 1 団 カブ隊
くま 中村充孝

隊のみんなで協力してもちをつきました。き
ねを持つことはできたけどコントロールをす
るのがむずかしかったです。協力してついた
もちはおいしかったです。来年はもっとじょ
うずにもちをつけるようにしたいです。かぜ
をひいてしまうといけなくなってしまうので
一年健康にいたいです。もちをつくのは楽し
かったです。

ぼくはもちつきにいきました。 一番楽しか
ったのがもちととんじるを食べたことです。
とんじるを 2 回食べました。 もちを 2 回食
べました。 とんじるがおいしかったのでた
くさん食べました。 とてもおいしかったの
でまた食べたいです。

◇

◇

もちととんじる
大口第 1 団 カブ隊
しか 落合悠貴

スカウトの瞳は輝く
春日井第 10 団

団委員
山口 豊

私たち春日井１０団では、去る 2 月１７日
に、日頃より仲良くお付き合いさせていただ
いている、こまどり幼稚園の施設をお借りし
て BP 祭を開催いたしました。
各隊のプログラムですが、ビーバー隊は DA・
PUMP も逃げ出す U.S.A の見事なダンス。
カブ隊は、3.11 東北大震災の実話に基づい
た、ひまわりの種が悲しみと時間を乗り越え
て大きな花を咲かすお話のお芝居。
ボーイ隊は、おなじみですがスカウト活動
が世界に広がるきっかけとなった、初期の英
国のすがすがしいスカウトのお芝居。
そしてベンチャー隊は、プロジェクターに
よるパイオニアリングの仮橋作りの経験談の
発表、ちょっとしたプレゼンかな？という内
容でした。
また今年は特別に、保護者の方から、珍し
い三線とカンカラ三線の説明と実演奏をご披
露して頂きました。スカウトたちにとっては
珍しい見慣れない楽器だったせいか（特にビ
ーバーたちは）目をきらきらと輝かせて真剣
にお話と演奏を聞いていました。
その姿はまさに、
「まなこひらいーてーみき
ーわーめよー、みみそばだてーてーききーた
だーせー」の歌詞そのものだと、ふと感じた
のは私だけだったでしょうか。
このスカウトたちの心に宿る純真さを、失う
こと無く、失わせることなく、スカウト活動
を通して、すくすく育ってくれることを祈り、
育てていけるよう頑張らなければと強く思う
ひと時でした。
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とくに大変だったのは「国際」です。たく
さんの国のことを調べるのが大変でした。何
人ものリーダーや友達が協力してくれたので、
たくさんの章をとることができてとてもうれ
しかったです。上進してもいろんな事にチャ
レンジして、たくさんのことを身についてい
きたいです。

◇

楽しかった BP まつり
春日井第 10 団

ビーバー隊
坂 向汰

ぼくが一番いんしょうにのこったのは、ベ
ンチャーたいの人が、はしを作ったことです。
どうしてかというと、あんな大きなはしを、
高こう生十人で作ったのがすごいと思ったか
らです。ぼくが、ベンチャーたいになったら、
はしをつくったり、ほかのだんのひとといっ
しょにかつどうすることがたのしみです。

◇

チャレンジ章 40 個とったよ
春日井第 10 団
カブ隊
大西 絢乃

私は、スーパーカブになることを目標にし
て、うさぎのころからチャレンジ章を全部と
れるように頑張ってきました。そのために、
リーダーや家族が色々と協力してくれました。
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【編集者より】
たくさんの投稿いただきありがとうございま
した。
新年度が始まり、活動しやすい季節となりま
す。新しい年号もスタートします。屋外で元
気よく活動しましょう。
次号は、６月末原稿締め切り、６月末発行予
定です。たのしい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。

佳作
参加賞

以下 地区の直近の行事を紹介しておきます。
皆様の参加をお待ちしています。

3/22～24 愛知ローバームート 2019
岐阜県高山市日和田高原

3/28～31 県連盟ハイアドベンチャープログ
ラム「トレイルキャンプ」
4/7
4/17

指導者対象スカウトスキル研修会
第 9 期 尾張東地区定期総会
北名古屋市文化勤労会館

4/27-30 ウッドバッジ研修所スカウトコース愛知
第９期

5/2-5

ウッドバッジ研修所スカウトコース愛知
第１０期

7/22～8/2 第 24 回世界スカウトジャンボリ
ー アメリカ
第 3 回ボーイスカウト東海４県連盟合同野営
大会（３ＴＣ）シンボルマーク募集
２０２０年８月に行う予定の「第３回ボー
イスカウト東海４県連盟合同野営大会（３Ｔ
Ｃ）シンボルマーク」を募集します。
このシンボルマークは、野営大会の参加章に
なるほか、大会記念品等に活用して
いきます。皆さんのご応募をお待ちしていま
す。
最優秀賞
１点 賞状、記念品
優秀賞
３点 賞状、記念品
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５点 賞状
若干名 記念品

