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◇「愛知ローバームート 2021」 

尾張東地区副コミッショナー(ローバー担当) 

中川 大輔 

 

3月 13日(土)～15日(日)にかけて、新城吉川

野営場において、愛知ローバームート 2021が

開催されました。 

愛知県内のローバースカウトが集まり、ロー

バースカウト自らが企画・計画・準備をした

プログラムを実施しました。ローバースカウ

ト全体が集まって展開されるプログラムの他

に、参加者個人の興味に応じた選択プログラ

ムも展開され、ローバースカウトにとっては

楽しい時間が過ごせたことと思います。 

ローバームートで学んだゲームやプログラム

のエッセンスをそれぞれの団に持ち帰って活

用してもらえることを期待しています。 

また、ローバームートはローバースカウト同

士の交流を深める仲間づくりの場でもありま

す。今まで地区や県の行事への参加が少なか

ったローバースカウトも次回以降はぜひ参加

してもらえると嬉しいです。 

 

◇「愛知ローバームート 2021 報告」 

瀬戸第 1団  ＲＳ隊 

               柏本彩百合 

 

愛知ローバームート 2021は 3月 13日から

15日の 2泊 3日、新城吉川野営場にて行われ

ました。 

私は今回初参加でしたが、運営も参加者も

RSのため、ジャンボリーとは違った楽しさが

ありました。DJステージを使用したり、SDGs

について考えたり、参加者が主体となって企

画運営をしたり…と過去に経験したことがな

いプログラムが多かったです。楽しいだけで

はなく、後輩に伝えられそうな技能や企画な

ど多くのことを学べました。普段の活動や定

例会では関わりがないスカウトとも 3日間一

緒にプログラムをしていくうちに仲良くなれ

ることがこの事業の大きな魅力です。次回の

ローバームートには、愛知のローバー約 800

人全員で参加し、過去最大規模のローバーム

ートにしましょう！！ 
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◇「令和初のムートで」 

春日井第２団 

吉川 満 

 

新城吉川野営場で開かれた愛知ローバームー

ト。私は、初のムートで運営委員に挑戦した。

運営に携わったことで、大人数での野営でプ

ログラムがどのように進行され、食事がどの

ように提供されるかを自分の目で確かめた。

ジャンボリーなどの野営大会に”参加”する立

場からしか野営大会を見てこなかったため、

このムートで見た景色は新鮮だった。そして、

自分は野営管理部として皆の生活を支える役

目を担った。食事では配給の量が多く、配給

がスムーズにいかなかったり配給忘れがあっ

たりして、バタバタすることが多々あった。

余裕を持てるよう事前の準備が必要だった。

たくさんの失敗を通じてムートの運営の難し

さを学ぶことができた。 

 

 
 

 
 

 

 

 

◇「愛知ハイアドベンチャープログラム

(A-HAP)2021」 

尾張東地区副コミッショナー(ローバー担当) 

中川 大輔 

 

3月 25日(木)～28日(日)にかけて、三河地域

にて愛知ハイアドベンチャープログラム

(A-HAP)2021が 3泊 4日で開催されました。JR

飯田線三河大野駅を起点として、棚山高原、

丸山千枚田を経由し設楽町和市まで東海自然

歩道沿いにトレイルを行い、新城吉川野営場

に移動したのち、大型構築物の作成を行うと

いうプログラムで行われました。 

ローバースカウトは事前集会において、ベン

チャースカウトに対して装備やパッキングの

指導を行った他、トレイル期間中も各クルー

の引率を行いました。ベンチャースカウトに

対して手厚い指導する姿は大変頼もしく感じ

ました。 

 

◇「愛知ハイアドベンチャープログラム

(A-HAP)2021」 

尾張東地区瀬戸第 6団ローバースカウト隊 

小川 優輝 

 

 
VS 年代が対象の高度な野外活動を軸に行わ

れた「愛知ハイアドベンチャープログラム

2021」に奉仕の立場として参加しました。2泊

3日の行程で奥三河でトレイルをし、最終日に

は絆を深めた仲間たちと、新城吉川野営場で

事前に各クルーで考えた大型構築物を作製す

るというプログラムでした。トレイル中に RS

は後ろについて、同一クルーの VSたちと楽し

く話し合ったり、辛そうな時には励ましたり
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していました。最初はただ単に私もトレイル

に参加したいという思いで参加を申し込みま

したが、今回のように VSと深く接する機会は

少なく、RS をどう感じているのかなど積極的

なコミュニケーションをとれた貴重な機会と

なりました。また、RS の仲間とも楽しく過ご

すことができ非常に有意義な時間を過ごすこ

とができました。 

 

 

 
 

 
 

◇「全国植樹祭 2周年イベント大型構築物（渡

河橋）を展示」 

行事国際委員会 

 

 令和 3年 4月 29日、尾張旭市森林公園広芝

生を会場に、愛知県主催・全国植樹祭 2 周年

記念イベント（木づかいフェスタ）が開催さ

れました。 

 本イベントに愛知県より「フェスタ参加者

へ木材を活用した構築物を制作展示し、参加

者が木材に触れる体験の場を提供したく、協

力をお願いします」と県連事務局を通じ尾張

東地区に協力依頼がありスカウト活動をＰＲ

できる絶好の機会と捉え参加しました。 

 事前に仮組立訓練を行い当日に望みました

が、当日、残念ながら悪天候に見舞われ参加

者が少ない状況になってしまいましたが、大

村愛知県知事をはじめ愛知県や近隣自治体幹

部多数の皆様が参加された開式後の会場視察

で、一際に目立つ大型構築物の前では、その

規模の大きさと木材ロープ結索に感嘆されて

いました。 

 

 
大村愛知県知事と記念ショット 

 
来場された子供さん渡河中 

 

 一般の参加者は少なかったのですが、来場

された子供さんや尾張旭第 1団 CS隊スカウト

に渡河体験をしていただきました。 

今回の大型構築物制作参加には、ＶＳの進

歩（日連・県連行事への奉仕）を絡め進め参

加者の募集をし、穂の国地区（豊橋・豊川）

や尾張南・尾張西地区等から多数のスカウト

に参加いただきました。事前訓練・当日の運
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営等には地区ＲＳが積極的に行動していただ

き大助かりでした。ありがとうございました。 

参加スカウトには、愛知県森林保全課長様名

で「活動記録票」を発行していただきました。 

 

 
4月 25日 事前訓練（長久手第 1団野営場） 

 

◇「くま登山」 

瀬戸第１団カブ隊 しか 

加藤 壮一郎 

 

初めてのくま登山では、キレットまであまり

つかれずに登れたので、キレットをこしたか

ったです。 

しかし、登るときに、水筒が外に出たなど、

登山ルールをよく知らずに、守れていなかっ

たので、次回のくま登山では、そこを調べ、

守りたいです。 

もう一つの目標があって、荷づくりが上手に

なりたいです。 

 

 
いつも、とても大きな手さげぶくろで来てい

るので、荷づくりが上手になれば、次のくま

登山やしゃえいなどで、役に立つからです。 

次のくま登山では、ももなさんやもとさんも、

くまとして登るらしいけれど、年令的にくま

は自分だけなので、いろいろな役を少しの人

数でしなければならないので、そのまかされ

た役を、一生けん命がんばりたいです。 

今回のくま登山の感想は、一言で楽しかった

です。 

けっこうスラスラ登れたし、初めてだから、

この感想なんだと思いました。 

 

◇「クマ登山」 

瀬戸第１団カブ隊 くま 

加藤 陽生 

 

ぼくは、クマ登山が心に残りました。 

特に、「キレット」が心に残りました。 

ぼくは、キレットを見た時、正直、死ぬかと

思いました。ですが、しんちょうにおりたり

したら大丈夫でした。あの時は本当に怖かっ

たです。 

 ついに、頂上に着いたら、すごく寒くて寒

くてしかたありませんでした。次、行く時が

あったら、もっとあたたかいかっこうをしよ

うと思いました。 

 頂上がすごくきれいなところでたてものが

あったので、とてもおどろきました。 

 下山中、とてももみじがきれいで、山下り

も全集中しながら紅葉を楽しめたので、楽し

く下山することが出来ました。 

 次、行く時は、前の登山の事を生かしなが

ら、直したいところを直して、登山にのぞん

でいきたいと思いました。 

 

 
 

◇「楽しかった登山」 

瀬戸第１団カブ隊 くま 

山口 怜士 
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ぼくは、ボーイスカウトでくま登山に行きま

した。 

コロナウィルスで、行けるかわからなかった

けれど、行けてよかったです。 

登山は岩がたくさんある所や、「キレット」と

言う場所がとても登るのがとても汗をかいた

ので、つらかったです。 

休けいの時周りを見ると、とてもきれいだっ

たからよかったです。 

石のトンネルみたいな所を通っていると、す

ごいことがおこりました。 

そこを通っている途中やばい物がありました。

やばい物の正体は言えません。 

でもそこから上に行く時は、ほぼずっと景色

が見えたからとても良かったです。 

もっと上に行く時、チェーンをつたって行く

所や、つたをつたって行く時や水たまりを飛

んで行く所が、上に行くほど行くだけ多くな

っていったから、とても楽しかったです。 

最後の最後、階段ダッシュをした事も楽しか

ったです。 

頂上は、とても寒かったです。 

でも頂上でおにぎりを食べたら、とてもおい

しかったです。また、ボーイスカウトの活動

でこういうことをしたいです。 

 

 
 

◇「クリスマス会」 

瀬戸第１団カブ隊 くま 

藤田 劉空 

 

ぼくは、クリスマス会でとても緊張して、で

も楽しかったです。 

クリスマス会で、ぼくは司会をしたり、カブ

隊で出し物をしたりしました。 

司会は、とても緊張したし、うまく話せるか

心配でした。 

クリスマス会では、カブ隊以外の人達も出し

物をしました。 

カブ隊では、影絵をしました。 

最初は手影絵をしました。 

やった種類は、犬とキツネとハトです。 

次にやったのが、影絵でテーマは、「サンタク

ロース」です。 

その時ぼくは、歌う場面であわてんぼうのサ

ンタクロースを歌いました。 

クリスマス会のおやつの時間にぼくは、アレ

ルギーなので普通のおかしは食べれないけど、

お母さんが作ったおかしを食べました。 

とてもおいしかったです。 

他の人の出し物もおもしろかったです。 

クリスマス会で司会や出し物をちゃんと出来

てうれしくて、とても楽しかったです。 

 

 
 

◇「楽しかったクリスマス会」 

瀬戸第１団カブ隊 くま 

南雲 大翔 

 

ぼくは１２月１９日から１２月２０日までの

クリスマス会が今年の活動の中で一番印象に

のこる活動にぼくはなったと思います。 

なぜならこのクリスマス会でいろいろと良い

ことを学べて自分にとってよかったと思えた

ことです。 

たとえばこの前のクリスマス会と言えばスタ

ンツが一番印象に残っています。 

スタンツはみんなで役や、そのスタンツの内
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容を考えてそれを実際にやって、みんなで完

成させた物だからです。 

次に印象に残っているのは、クリスマスプレ

ゼントの交換です。 

適当に九個の枠に、クリスマスがテーマの物

を書いたら、思ったより早くビンゴしました。 

そしてそこで板に貼ってあったシールの中で、

ど真ん中をめくったら、まさかの自分のクリ

スマスプレゼントが当たったので、衝撃的で

した。なので印象に残っています。 

自分のではないプレゼントを当てようとぼく

は思ってもう一回やりました。 

そしたら次はどこからどう見ても誰かのやつ

と気付いて安心しました。 

 

 
 

◇「はじめての行事」 

瀬戸第１団カブ隊 くま 

可児 百々奈 

 

カブ隊に入ってはじめての行事がクリスマス

会でした。 

一番はじめはかざりつけをしました。かざり

つけはみんなと協力しながらやったので楽し

かったです。 

次にやったのは、スタンツの練習をしました。 

最初にやったのは、めちゃくちゃだめで大人

の人にやり直しを言われて、一番最初からつ

くることになってしまってやる人を決めまし

た。 

わたしはその中のナレーターになりました。 

ボーイ隊の人たちがつくるのを手伝ってくれ

たので上手に出来ました。 

もう一回やった時は上手く出来ていたので良

かったです。 

次はごはんを食べました。そのごはんは、す

きやきとポテトサラダでした。 

給食のおばちゃん達が上手にやってくれたの

でとってもおいしかったです。 

次は自由時間タイムでおかしを持って来てい

たので、おかしを食べたら自由時間が終わっ

たので寝る準備をして寝ました。 

そしたらすぐに次の朝が来ました。6 時 30 分

に起こされたのでまだ眠かったけど頑張って

起きて朝ごはんを食べました。 

そのごはんは、ウィンナーとごはんとなっと

うと夜の残りのすきやきとバナナとノリでし

た。たくさんあったのでお腹いっぱいになり

ました。 

次は服に着替えました。そしたら緊急試練と

いうゲームをやったので楽しかったです。 

帰って来たらビーバー隊が来ていたのでクリ

スマスパーティーが始まりました。 

沢山のゲームをやって楽しかったです。 

最後にカブ隊の影絵が始まって恥ずかしかっ

たけど、上手くいったので良かったです。 

次にお昼ごはんを食べました。お昼ごはんも

沢山あったので覚えていませんでした。 

だけどとってもおいしかったです。 

次は５年生だけやる月の輪任命式をやりまし

た。 

これでクリスマス会が終わったけど、とって

も楽しかったです。またクリスマス会がやれ

るといいと思いました。 

初めてのクリスマス会は楽しかったです。 
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◇「初めてのクリスマス会」 

瀬戸第１団カブ隊 くま 

飯塚 源 

 

ボーイスカウトに入ってから、すぐのクリス

マス会だったので、初めは緊張して話しかけ

づらかったり、名前も覚えていなかったけど、

影絵の練習や夜に名前を覚えるゲームをして、

結構名前を覚えて、気軽に話せるようになり

楽しかったです。 

影絵では、あまり上手くできなかったので、

学校の「おたのしませ会」と言う会では、仲

の良い３人で再挑戦しようと思い準備にとり

かかりました。 

でも、私が思っていたより時間がかかり、「お

たのしませ会」の当日になっても、１回も通

すことができず結局２回目も失敗しました。 

失敗したけど、ボーイスカウトでも、学校で

も、やり終わった後はとても充実したし、楽

しんでもらえたと思うので良かったです。 

これをもとに、これからのボーイスカウトの

活動で沢山挑戦してみようと思います。 

来月のスキー合宿やいろんな行事で皆と一緒

に頑張っていきたいと思います。 

 

 
 

◇「楽しかった！ザリガニつり」 

春日井１０団 ビーバー隊  

               髙宮 希羽 

 

 ハスいけで、ザリガニをつったよ。いつも

みているザリガニよりでっかい！ザリガニを

みつけたんだけど、とれなくてくやしかった。 

じーっととまって、うでをピーンとして、し

ずかに「つれないかなー」っておもっていた

ら２ひきつれたよ！うれしかった！ 

ザリガニがハサミをあげておこってたから、

つかむのはこわかったけど、えい！とつかん

だらつかめたよ。ザリガニのからだはザラザ

ラだったよ。 

 

 
 

◇「ビーバーさいごのたのしいおもいで」 

春日井１０団 ビーバー隊  

               坂 快成 

 

 
 

 水あそびができて、ふかいところやふかく

ないところであそべたり、かぶと虫がとれた
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り、ざりがにつりができてたのしいです。中

でもたのしいのが水あそびです。とびこんだ

り、おにやんまがつかまえられて、およいだ

りもできます。すごくたのしいです。二ばん

めはざりがにつりです。ざりがにはするめい

かでつれて赤色のあめりかざりがにがいちば

んすばしっこいです。たまに１７㎝ぐらいの

大ものもでてくるからたのしいです。 

 

◇「カブ隊最後の夏」 

春日井第 1０団 カブ隊 

                坂 向汰 

 

 僕がこの、半年間で 1番楽しかったことは、

ロープ結びです。なぜなら、物を結ぶときに

役立つからです。 

次に楽しかったことは、劇の小道具作りとミ

ニオリンピックです。なぜなら、小道具作り

は、劇でやる、話をよりリアルに表現できる

からです。ミニオリンピックはまだ一種目し

かやっていませんけど、楽しかったので違う

種目もやりたいからです。 

僕は今はくまスカウトですが、もっとカブス

カウトを続けたいです。 

 

 
 

◇「初めての合同キャンプ」 

春日井第１０団ボーイ隊 

                小澤惺音 

 

コロナの影響で思うようにキャンプができ

ない中、ボーイ隊になってから初めて、他の

団との合同キャンプがありました。こんな時

期でも工夫をすることで、沢山のスカウトと

出会い、ゲームを通して相手のことを知るこ

とができました。合同という初めての経験に、

不安と緊張でたまりませんでしたが、とても

楽しいキャンプになりました。  

合同キャンプでは、他の団のスピーディー

な活動の様子を見て、自分のできていない部

分に改めて気付きました。次のキャンポリー

までには、今できてないことを身につけ、快

活を目標に、自ら進んで取り組みたいと思い

ました。 

 

 
 

◇「やぎの乳しぼり体験」 

春日井第 1０団  カブ隊 

                増田 灯 
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 私は４月からカブ隊に入隊しました。カブ

隊でははじめてのことをたくさん体験してい

ます。 

 ６月にやぎの乳しぼりを体験しました。や

ぎはくさくて大きくて、はじめはこわかった

です。でも、よしよししたら、ふわふわして

いて気持ち良かったです。 

やぎの乳は指でクリップみたいに止めて力強

くしぼります。はじめは乳が出なかったけど、

がんばってしぼっていくうちにたくさんでま

した。 

 その乳でバターを作りました。生クリーム

みたいな味でした。これからもいろんな体験

がしたいです。 

 

◇「カブスカウトになってから」 

春日井第 1０団  カブ隊 

小倉 瑞葵 

 

 わたしは、4月からビーバースカウトからカ

ブスカウトになりました。 

ビーバーたいは、お母さんやお父さんもい

っしょに遊んだりしていたけれど、カブたい

は組に分かれていて、お母さんがいなくてさ

いしょは少しきんちょうしましたが今は楽し

いです。 

 
この前ヤギのちちしぼりをしました。ヤギ

のおちちは温かかったです。ヤギからしぼっ

たミルクでバターを作りました。そのバター

をじゃがいもにつけて食べました。おいしか

ったです。 

ヤギにえさをあげました。小さいヤギにあ

げようとしても、大きいヤギに食べられてし

まいました。なので、ほかの子が大きいヤギ

にえさをやっている時に、小さいヤギにえさ

をあげたら食べさせることができました。 

これからもカブスカウトがんばります。 

 

 

◇「天佑の杜」 

      春日井第 10団 ベンチャー隊長 

                福田 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6～7 年位前ですが、串崎団委員長が「天佑

の杜で体験集会をする」と言った時はびっく

りしました。当時は今、団倉庫のあるあたり

しか活動場所がなく、簡易トイレすらない。

こんな所に一般の家族を呼んだら逆効果じゃ

ない？と思いました。 

 その後、団委員長、山内副団委員長が毎日

のように手入れをし、周囲の地主さん達と仲

良くなり、今や他団との合同キャンプを開催

出来るまでに活動場所が拡大しました。 

 山内副団委員長主催の菜園もビーバー家族

に大好評で、活動日以外もどこかしらの家族

が来ています。以前はイノシシの被害が心配

でしたが最近は野菜泥棒が心配です。 

 そんな大人の想いがスカウトにも伝わり、

今、ベンチャーは「天佑の杜活性化プロジェ

クト」を立ち上げ、栗の植林、水路整備、植

物調査に取り組んでいます。どれも 3 年後、

10 年後と活動と成果が後輩に繋がる内容です。 

 天佑の杜とともにスカウトが育っています。 

現在の全景（田を除く） 6年前の全景 
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◇「やっかいものをやっつけろ！」 

江南第３団  団委員長 

                椎葉浩志 

 

 2021/7/11 に岩倉市自然生態園にザリガニ

を釣りに行きました。エサはスルメで竿は園

芸用のポール、浮きは目玉クリップです。 

 当日は晴天で非常に暑い中、皆が熱心に竿

を垂らし大量でした。 

 副長がアイスクリームを配ってくれたので

美味しくいただきました。 

 隣にある神社にはカブトムシが飛んでいた

ので捕まえようとしましたが採れなかったの

が残念です。 

 当日は見学者の方が 1 家族あり前向きに入

団を考えると言ってくださいました。 

岩倉自然生態園では特定外来生物（アメリカ

ザリガニ）は 8 月から持ち帰れなくなるそう

ですのでご注意を！！ 

※これに反する場合「三年以下の懲役若しく

は三百万円以下の罰金」という重い刑罰も（外

来法：第三十二条） 

 

 
 

◇「トーチトワリング」 

春日井第４団  

ボーイ隊 

 

 春日井第４団ボーイスカウト隊のトラディ

ショナル、「トーチ・トワリング」は３０数年

続いています。ボーイ隊のトーチの練習は１

学期の期末試験が終わると２週間毎日夜間に

練習をします。我が団のボーイ隊を経験した

スカウトは全て「トーチ・トワリング」が振

れます。 

 「トーチ・トワリング」を披露するのは毎

年春日井市主催の春日井納涼祭り（花火大会）

の開始のセレモニー、いつも餅つき大会や BP

祭でお世話になっている「ひなご幼稚園」の

夏休みに入る時に実施される幼稚園の花火大

会、団行事である夏季野営キャンプのキャン

プファイヤーの点火式で毎年３回披露してい

ますが、このコロナ禍でまる一年披露してい

ません。「トーチを振れないスカウトは春日井

４団のスカウトに非ず」とも言われるこの伝

統を続けるためにも今年は緊急事態宣言の隙

間をねらって、この２週間 RSスカウト、VSス

カウト、保護者の指導の下に毎日練習をして

「ひなご幼稚園」の披露だけは実施できまし

た。 

【消すな春 4のトーチの灯】 

 

 
 

◇「たうえ」 

春日井第４団  

ビーバー隊 

 

 コロナのため、おくれていた「たうえ」を 7

月４日にしました。元気なお米がとれるとい

いな～。すこしアメがふりましたが元気にで

きました。はじめはドロがいやなスカウトも

いましたがとちゅうではなれてきました。 

 秋には「いねかり」をして、１２月にはそ
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のお米で「おもちつき」をします。はやくお

もちをたべたいな～。 

 

 
 

◇ 令和 3 年度上進式 

              春日井第 4団 

 

令和 3年 4月 18日、春日井市立篠木小学校に

おいて上進式を行い、各隊工夫を凝らして送

り出しや受け入れを行いました。 

 

＜ビーバー隊＞ 

 カブ隊への上進スカウト 13 人、新規入隊 2

人の結果、ビーバースカウト 8 人で仲良くス

タートです。 

 

 
 

＜カブ隊＞ 

 ボーイ隊への上進スカウト 8 人、ビーバー

隊からの上進スカウト 13人の結果、カブスカ

ウト 27人で元気にスタートです。 

 

 
 

＜ボーイ隊＞ 

 ベンチャー隊への上進スカウト 7 人、カブ

隊からの上進スカウト 8 人の結果、ボーイス

カウト 23人でスタートです。 

 

 
 

＜ベンチャー隊＞ 

 ローバー隊への上進スカウト 2 人、ボーイ

隊からの上進スカウト 7 人の結果、ベンチャ

ースカウト 15人でスタートです。 

 

＜ローバー隊＞ 

 ベンチャー隊からの上進スカウト 2 人の結

果、ローバースカウト 9人でスタートです。 

 

 
 

 先輩スカウトの活動している姿を目にする

機会を増やし、隊を超えた仲間意識を持つこ

とで上進意欲を引き出します。 

 昨年度に引き続き、新型コロナ感染症対策
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をしながら今年度も引き続き活動を継続して

いきます！ 

 

尾張東地区各団の体験・見学行事予定の案内 

 

犬山 5団    未定 

犬山 7団    11/28 

大口 1団    未定 

江南 1団    未定 

江南 3団    10/24 

清州 1団      1/9 

北名古屋 1団  11/1 

北名古屋 2団 9/5 2/6 

尾張旭 1団    未定 

瀬戸 1団      10/10 10/24 

瀬戸 6団      9/20 1/10 

長久手 1団    各 BVS集会 

日進 1団    10/24 

日進 2団      未定 

小牧 1団      9/12 11/13 

小牧 2団      9/11 12/19 

春日井 2団    9/23 12月末 

春日井 4団    11/14 

春日井 5団  8/29 11/14 

春日井 8団    9/11 11/14 12/19 

春日井 10団   11/14 12/19 3/13 

 

尾張東地区行事予定の案内 

 

コロナウイルスの影響より開催の可否は再確 

認してください 

 

技能章講習会 

・救急章講習会 10 月 17 日 小牧中部公民館 

・野営管理・野営・野外炊事章 11 月 6・7 日 犬

山野外活動センター 

 

指導者対象 

・スキルトレーニング研修会 

：8/29 日進五色園 

・初学者のための SDG'S学習会 

：8/28・29 レディヤンかすがい 

・ボーイスカウト講習会 

：9/5 小牧総合福祉施設ふれあいセンター 

・隊指導者 SFH講習会 

：10/3 尾張南 11/28 尾張西 12/5尾張東

（どの日程でも参加可） 

・団サミット   ：10/3 小牧ふれあい会館 

 

 

 

 

 
皆さんコロナ対策を十分取って活動しまし 

ょう 

 

コロナウイルスやっつけるぞ 

☆ 石鹸をつけて手を洗いましょう 

☆ 咳が出るときはマスク着用 

☆ 風邪を引いたら家で休む 

 

不要不急の旅行や帰省など県外への移動の自 

粛をお願いします 

 

感染再拡大の防止に向け、不要不急の外出、 

飲食店等の営業時間短縮、イベントの開催 

制限など、引き続き「愛知県厳重警戒措置」 

に御理解と御協力をお願いします 

 

 

≪編集者より≫ 

 

記事投稿ありがとうございました。 

コロナの影響により、3月末配布予定の『はや 

ぶさ』は今号まで延期させていただきました。 

連盟よりのお願いを守って出来る限りの対策 

を取って活動してください 

 

次回は 10月末締め切りです。 

担当は C グループ 犬山７団 清州 1 団 北

名古屋 2 団 尾張旭 1 団 日進 1 団 小牧 2

団 春日井 5団です。              

               

楽しい記事をお待ちしています。 

新型コロナウイルス感染拡大を受

け、まん延防止等重点措置適用中 


