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各団の活動紹介
地区活動報告
指導者紹介

日進 2 団ＢＳ隊長

「春の舎営」

江南第 2 団
カブ隊 山口 みつえ
みんなできょうりょく（おおくのなかまと）
5 月 26 日（土）〜5 月 27 日（日）江南 1 団・
2 団合同舎営を春日井少年自然の家で行いま
した。1 日目のポイントハイクでは、追跡サイ
ンを頼りに課題をクリアしました。2 日目は植
物園に移動してゲームとドッヂビーで楽しく
活動しました。

◇

「オープンスカウト」
団委員

日進第１団
山﨑 広美

スカウト募集のイベント「ボーイスカウト 1 日
体験」を実施しました。50 名近くの一般の方々
にいかだ遊び、木登り、がけ登りなどの野外活
動を楽しんでいただくことができました。ウォ
ークラリーの後は団から搗きたての餅や煎餅
汁、焼き芋を提供しお腹もいっぱいにしてもら
いました。
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◇

「国旗儀礼」

大口第１団 カブ隊
奈木 一起
国旗ぎれいをしました。最初はお手本を見て
やりました。その時、あんまり上手に出来な
かったけど隊長が上手だよと言ってくれまし
た。ぼくは、うれしかったです。下ろす練習
はあまりできませんでした。でも、がんばっ
てやったのでよかったと思います。
◇

「３月 17〜18 日合同一泊舎営」
大口第１団 カブ隊
村瀬 明日香
「春日井第５団さんが遊びに来るので、自分
の紹介するカードを作って下さい。」と隊長に
言われたので、かわいく作りました。

◇

「もちつき大会クリスマス会」
江南第３団カブ隊
くま
熊崎 裕
いきなり、あらけんまたしかうておすでらめ
んとちう。(あたけるおひめ) あんごうだよ!
初あんごう、ぼくはカブ(三だんだんぎょう
じ)で、もちつき大会クリスマス会でもちをつ
きました。もちはねばねばしていてちょっと
つくのがたいへんでした。それでかるいきね
をつかってぺったんぺったんつきました。
クリスマス会ではビンゴゲームをしました。
ビンゴはきょうだいそろって、そう一ばん、
ゆう２〜３ばんにビンゴとなりました、いも
うとは５〜１０ばんぐらいにビンゴしました。
そりでビンゴ出じょうしゃくまざきけぜんい
んビンゴとなりました(わらい)

津田 真咲
はじめて会うので仲良くできるか心配だった
けど、楽しかったです。ぎょうざ作りや星座
の勉強もしました。

うれしかったです。またやりたいです。
◇

「ハイキングに行ったこと」
江南第３団カブ隊
しか 芝田 奈緒
わたしは、11 月 20 日にハイキングに行きまし
た。４だんと３だんでいきました。はじめに
セレモニーをやりました。モーニングゲーム
では、ふやしおにをしました。林さんとおと
うさんにはやみうちをつれてにげきったと思
っていたら、そのすきをねらってひろたかく

◇

「親子大運動会」
大口第１団 ビーバー隊
副長 舟橋 幸江
4 月 15 日大口北小学校で「親子大運動会」
を楽しみました。
ビーバー、カブ、ボーイそして体験入団の子
供たちも一緒に親子で頑張りました。
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んにつかまりました。あきらが一番さいごで
した。わたしもはんたいのほうににげればよ
かったとこうかいしました。ゆうくんの友だ
ちのさとうゆうさくくんもきました。はじめ
は、せがたかくてゆうくんの友だちだから４
年かと思いました。でもわたしよりもとしし
たでした。でもゆうさくくんのほうがせはた
かかったです。モーニングゲームでは、５ふ
んといっていたけど２・３ふんでみんなつか
まりました。わたしは、山までは車でいくの
かと思っていたけどえきまで歩いて電車でい
ました。江南からぜんじのまでいきました。
そして、電車をおりてトイレきゃうけいをし
ました。公園にいってしぜんかんさつかんが
いるのかとおもったら、ただたいちょうがす
わっていました。しれい文のよめたじゅんば
んでいきました。はじめのしれいはすぐとけ
たけど４だん１組にまけて、15 ふんかんかく
でいくといったから、ゆうぐであそんでまち
ました。15 ふんたったらしれいどうりにいく
と林さんがいました。にせものをさがすゲー
ムをしました。じかんは、１ぷんはんありま
した。10 こは、みつかりました。10 こといっ
たらこたえは 14 こだといっていました。せみ
やかぶと虫がみつからなかったからくやしか
ったです。3 てんもらってもうぼろまけかとお
もいました。ずっとじゃり道を歩いていった
らふみにいがすわっていました。つぎは、な

ちゃったようなきがしました。おりていくと
じんじゃみたいなてらがありました。ひとは
たくさんいました。トイレにいこうと思った
けどならんでいたから男のつかうトイレには
いりました。どんどんくだっていくと、ビー
バーだいしゅうかいでつかったばしょがあり
ました。そこで、ゲームをやっていぬやまゆ
うえんえきまでいきました。ぼろまけかと思
ったけど一番ぽいんとは、おおかったです。
こんどの花をうえるのはいけないからくみし
ゅうかいがたのしみです。

にをするのかと思ったら、なわとびでした。
２回しかとべなくてくやしかったです。ずっ
とうえのほうにいくと、がけがありました。
そこは、ぐんてをつかってのぼりました。て
んぼうだいにいけといわれたけど、けっこう
遠かったです。てんぼうだいについたら写真
をとりました。そしてつぎにカブべんとうを
たべました。つぎに、パノラマスケッチをや
りました。つながらないと思ったけどつなが
りました。三角てんはすぐわかったけどあき
らが大声でいったから、４だん２組にもいっ

春日井第５団カブ隊
大森慶紀
１２月１１日餅つきをしました。花餅も作
りました。餅取り粉がついた手で餅をネチネ
チさわったら変な感じでしたベンチャーに人
と遊んだ時、しっぽとりゲームが楽しかった
です。
毎年恒例の餅つきを 12 月 11 日に開催しまし
た。ガールスカウト４０団、体験参加の親子
と共に楽しい１日でした。
中村一徳 組織委員

◇

「Ｂ−Ｐ祭」

江南第３団カブ隊 しか
林 大翔
２月２６日に、Ｂ−Ｐ祭がありました。Ｂ−
Ｐ祭では、クイズをやりました。はじめに、
クイズをやりました。ラクにとけました。
次に、つなわたりをしました。そして、一回
おちました。その次にたからさがしをしまし
た。においをあてるのがむずかしかったです。
さいごにビンゴをしました。楽しかったです。
Ｂ−Ｐ祭はたのしかったので早くやりたいで
す。

◇
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「餅つき」①

◇

◇

「ハンドベルはたのしい」
春日井第５団 カブ隊
小路 皓生
ぼくたちは今日クリスマス会にやるハンド
ベルの練習をしました。
さいしょはむずかしかったけれど、とちゅ
うからおもしろかったです。

「餅つき」②

春日井第５団 カブ隊
平山 隆野
ぼくはもちつきをしてきねがおもくてうま
くつけなかったです。
あとでベンチャーとあそんだときしっぽと
りをしました。しっぽとりでは１回せんめで
めちゃくちゃとって、２回せんめはとれませ
んでした。つぎにばくだんゲームをやって１
回だけ「じこしょうかい」をやらないといけ
ませんでした。

◇

◇

「クリスマス会」
日進第 1 団 ビーバー隊
とよだみほ(豊田美穂)
クリスマス会で「かさこじぞう」のげきをし
ました。じぞうのポーズがみんなちがいおも
しろくてカブスカウトの人達にちょっと笑わ
れてしまいました。私は大ぶつのポーズをし
ました。ドキドキしたけれど、さいごまでが
んばれました。

「餅つき」③

春日井第５団 カブ隊
平岩 修弥
ぼくはきょうのもちつきの「たたくほう」
がまあまあたのしかったです。
しっぽとりをしたけどつまらなかった。
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◇

◇

「さぎちょう

」
日進第１団 ビーバー隊
おおこうちみさき（大河内美岬）
まず、セレモニー場に行って、すごく大きな
たき火をしました。みんな、もやすものをも
ってきていました。つぎに、もちつきもしま
した。ついたおもちは、きなことごまとしょ
うゆをつけて、みんなでたべました。
やわらかくておいしかったです。
またたべたいです。

「スキー合しゅく」
春日井 10 団 カブ隊
はま口 ごう太
ぼくは、１月７、８日にスキー合しゅくに
行きました。さいしょは、うまくすべれなか
ったけど、２日目では、だいぶうまくなりま
した。ぼくは、せんようのスキーいたとスト
ックをもっていないのでスキーいたとストッ
クはかりました。今まで、ビーバーでスケー
トは行ったことがあるけど、スキーははじめ
てなので少しどきどきしました。また、来年
もがんばりたいです。

◇「ＢＰ祭にいって」
春日井３団
カブ隊
荒川 がいと
ぼくは、２月１８日にＢＰ祭に行きました。
最初に作った新聞紙のボールで玉入れをしま
した。みかたの二人が敵のチームが持つカゴ
を動かないようにして入れる作戦でした。
３回戦あったのでつかれました。つぎはパン
をくわえてから、こなに顔をつっこんで、
あめをとってゴール。ほとんどの人にこなが
顔についておもしろかったです。
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◇

「ぼくがカブになって楽しかったこと」
春日井８団 カブ隊
石塚 元
ぼくがカブになって 8 ヶ月がたちました。
つり、たい寒くんれんなど楽しいことがいっ
ぱいありました。
つりでは、マハゼやどんこという魚がつれ
ました。ともだちは 16 匹くらいつれてました。
ぼくは 12 匹ぐらいでした。たまに、1 回で 2
匹つれることもありました。つれたとき、引
き上げるのがむづかしかったです。川の色は
雨上がりのせいかこい色をしていました。注
意することは川に落ちないようふちによりす
ぎないことです。
たい寒くんれんではスキーやソリをしまし
た。スキーは、初めてでした。雪の上で 4 回
もころびました。つめたかったけど気持ちよ
かったです。ソリですべってタイムをきそい
ました。思ったよりおそかったです。今度は
もっと早くすべりたいです。

◇

「世界ジャンボリーの話を聞いて」
春日井８団 カブ隊
萱野 颯斗
小林ボーイ隊長から世界ジャンボリーの話
を聞いて思ったことは、世界１４６の国から
来て、テントも自分たちだけでたてて、食事
も自分で作って、全部自分でやらなきゃいけ
ないので、全部、一人でできるようにならな
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いと、世界ジャンボリーにはいけないので、
世界ジャンボリーに行くのはすごい大変だと
思いました。でも、外国の人と友だちになり
たいので、世界ジャンボリーに行きたいです。

◇

金華山に登りました

春日井８団 カブ隊
西村 海斗
ぼくは、金か山に行くのは初めてだったので、
楽しみにしていました。登る道がいくつかあ
ったので、ぼくたちは「めいそうの小道」を
えらびました。「めいそうの小道」はとても急
で、登るのはけっこう大変でした。とちゅう
で、金か山に１０年間も登りつづけている人
から、「馬のせ」の道はもっと急で、すごい道
だよ、と教わりました。こんどは、「馬のせ」
の道を登ってみたいと思いました。さんちょ
うにはぎふ城があり、てんしかくからの見は
らしは、くもっていて遠くのほうまでは、見
えませんでした。帰るときは、雨がふってき
たので、カッパをきて、いそいで、山をおり
ました。足が少しいたくなったけど、とても
たのしかったです。ぼくは、金か山に登るこ
とができて、とてもうれしいです。

◇

「サイクリングに行ったこと」
春日井８団 カブ隊
古藤 大雅
５月２７日フレッシュパーまでサイクリング
をしました。遠くに行くので、ワクワクしま
した。自転車で走っていると、なにか楽しく
なってきました。前に、歩いて行ったときと
は景色がちがうような気がしました。自転車
で走っても、つかれました。フレッシュパー
クは遠いなと思いました。着いてからフリス
ビーゴルフをしました。フリスビーはまっす
ぐ飛ばなくてむずかしかったです。それから、
いろいろな自転車に乗りました。楽しい乗り
物がたくさんあって、おもしろかったです。

かったけれども、100m のほうではコーナーで
ソリからおちて１分近くかかったので、優勝
はできませんでした。でも、山の中を気持ち
よくすべることができ、たのしかったです。
歩くスキーもソリきょうそうもはじめてのた
いけんでしたが、とってもよかったです。

◇「ＢＰ祭に参加して」
春日井３団

◇

「冬のフェスティバル」
春日井８団

ボーイ隊
荒川 萌
私は BP 祭でゲームをしました。１ゲーム目、
新聞紙を丸めてボールを作りました。ガム
テープでとめるのがむずかしかったです。
２ゲーム目は、新聞紙のボールをベンチャー
が背負う箱に入れます。楽しかったけど走っ
てつかれました。３ゲーム目は、パン食い
競争でした。ボーイはパンをとり、小麦粉の

カブ隊

高野 伸一郎
ぼくは、２月４日、５日と信州高遠へ冬の
舎営に行きました。高遠自然の家について、
まず、歩くスキーをしました。２キロの道を
スキーで歩くのははじめてなので、すごく
むずかしかったけど、隊長がおうえんをして
くれたから、かん走することができました。
帰りもスキーで歩きましたが、歩き方がわか
ってきたので、かんたんに帰れました。次の
日はソリすべり大会に参加しました。120m の
ほうは、早くすべることができ、トップに近

中のあめを加えてゴールです。班長は顔が真
っ白になっていまいた。とても楽しっかたで
す。
また、BP 祭をやりたいです。
◇

「初めてのＢＰ祭」
春日井３団

ボーイ隊
片岡 胡桃
私は初めて BP 祭に参加しました。玉作り、玉
入れ、障害物リレーの三つの競技をやりまし
た。その中で一番楽しかったのは、玉入れで
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す。ビーバー隊，カブ隊、ベンチャー隊の人
達と協力して楽しむことが出来ました。皆で
協力出来たことで少しずつ仲良くなれた気が
します。楽しく出来て、劇などをしてボーイ
スカウトのことを知る BP 祭でした。楽しくて
また参加したいと思えるとてもいい BP 祭だっ
たと思います。

◇ 「2011/11/27 ビーバー秋のやまのぼり」

◇

「スキー訓練に行って」
春日井１０団 ボーイ隊
コブラ班 竹腰 真哉
今年の１月７日、８日にスキー訓練に木曽福
島へ行きました。ぼくは、スキーをやるのは
初めてです。なので、バスに乗っている時に
「ちゃんと滑れるかな〜」と少し不安に思っ
ていました。そして、早速スキー場に着き、
訓練をしました。教えてもらっていても全然
滑れませんでした。何度も転びました。訓練
が終わって自分で滑ってみましたが、すぐに
転んでしまいます。そんな姿を見て、隊長達
がまた教えてくれました。何回も転びながら、
あきらめず滑っていたらだんだん滑れるよう
になったのでとても嬉しかったです。少し滑
れるようになってきたので、中級コースに挑
戦してみました。やはり、最初は全然滑れま
せんでしたが、だんだん慣れてきて滑れるよ
うになりました。滑れることがおもしろかっ
たです。来年は、上級コースに挑戦したいで
す

犬山第５団
副団委員長 日比野賢二
ビーバースカウト 11 名、指導者 7 名、体験者
1 名、保護者 1 名の総勢 20 名が参加して岐阜
県可児市の標高３１４m の鳩吹山登山を行い
ました。10 時に真禅寺登り口から登山を開始
し、途中休憩をとりながら 10 時 45 分に山頂
に到着しました。山頂からは御岳、乗鞍岳、
名古屋のツインタワーが望め絶景でした。昼
食後、落ち葉を拾い集め貼り絵を行いました。
素晴らし出来栄えでした。下山ルートは登り
の倍の距離とアップダウンがあり、ちょっと
厳しいルートかと思いましたが、なんのその
疲れを知らないちびっ子達でした。むしろ、
指導者のほうが疲れたかも・・・。午後 2 時
30 分下山、お疲れ様でした。

◇

「2012/01/07 山は白銀！スキー」
犬山第５団
RS 隊長 板津 尚
1 月 7 日から 9 日岐阜県飛騨市の流葉スキー場
にてスキー訓練を実施しました。
たっぷりの雪で３日間飽くことなく思う存分
すべりました。
かなりの早さで上達したと隊員・指導者共に
おおいにご満悦。
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◇

「2012/01/22 犬山・扶桑凧揚げ大会」
犬山第５団 副団委員長
日比野 賢二
新春恒例の犬山、扶桑地区ボーイスカウトた
こあげ大会が木曽川犬山緑地公園で行われま
した。前日までの雨で開催が危ぶまれました
が天候も我々に味方をしてくれ
開催することが出来ました。わが団のカブ隊
員がデザイン賞を受賞しました。
おめでとう！！

◇「魅惑のリサイタル
〜マジシャンにチャレンジ〜」
犬山第５団
カブ隊長 杉本 京子
活動目標を自ら考え判断し、決断する力を
高める」とし、スカウトがマジシャンに挑戦
しました。

◇

「2012/02/04 消防署見学」
犬山第５団 CS 隊長
杉本 京子
わが団カブ隊が、消防署を見学に行きました。
はしご車、放水、消化訓練、防火服、酸素ボ
ンベ、救命など、消防署のお仕事色々を学び
ました。命がけのお仕事にカブも奮い立つ心
持ちでした
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◇

「ボーイスカウト春キャンプ」
犬山第５団
ローバー隊長 板津 尚
2012/3/31-4/2 もみの木キャンプ場「スカウ
トの絆」をテーマに、耐寒キャンプを行いま
した。氷雨や霜が降り、朝氷が張る気候の中
でも、スカウトは班旗を作り、ハイクし、ビ
ーバーと遊び、唐揚げに挑戦し・・・とビビ

ッドに楽しみました。
反省：炊事の腕を上げよう！

◇

◇

「タイムスリップ〜化石探し〜」
犬山第５団
カブ隊長 杉本京子
2012/04/15 瑞浪市化石博物館まで 活動目
標を「自然に親しみ、愛護する心を持つ」と
し、瑞浪まではるばる化石掘りに行きました

◇

「スーパーカブ誕生」

犬山第５団
カブ隊長 杉本 京子
2012/05/13 犬山市野外活動センター
新たに犬山第５団深町玲樹君がスーパーカブ
となりました。

おめでとう！！

「１日体験デイキャンプ」
犬山第５団
副団委員長 日比野 賢二
2012/05/13 犬山市野外活動センターで、
体験入隊者７名とその家族や隊員の家族等の
参加により、１日体験ディキャンプをなごや
かな雰囲気で行うことができました。
午前中はアルミ缶を使用した炊き込みご飯を
作りました。午後からは各隊でゲームや募金
など独自のプログラムを実施しました。

◇

[ゴム鉄砲で遊ぼう]
清須第 1 団
カブ隊
副長
林 智雄
今日はみんなでゴム鉄砲づくり。最近は手作
りのおもちゃで遊ぶことも少なく、スカウト
たちは悪戦苦闘。できあがりまで悪戦苦闘を
していました。でも完成したら、ゴムの威力
が増すよう工夫したり、きれいな色をつけた
りし、的にしたプラスチックコップめがけ、
いっせい射撃、楽しく遊びました。スカウト
は、「割りばしで簡単にできた。」「もっと威
力をあげよう。」などの感想がありました。ま
た、リーダーの作った見本を兄弟にあげるか
ら欲しいというスカウトもいてゴム鉄砲がお
気に入りのようでした。
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