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スカウトが羽ばたく瞬間（２ビーズ伝達を受けて思うこと）
夏の初めの７月、２ビーズ、なるも
のの伝達を受けました。黒い紐の先
端に木の切れ端が２つついたあれ
です。
ウッドバッジ実修所（指導者上
級訓練課程）
を終えると貰えます。２
００９年秋、軽い気持ちでついて
行った長男のお月見ハイクで（辻CS
隊長に）
この道に引き込まれてから
早９年。そのときはボーイスカウトと
は何か、
どれほどの深さと奥行きを
もっているのか想像もしていません
でした。そして２ビーズとるほどハマ
るとも笑。
ボーイスカウト運動の開祖イギリ
スのベーデンパウエル卿（B-P）は世
界のスカウトに宛て、書き遺していま
す「幸福を得るほんとうの道は、ほか
の人に幸福を分け与えることにある」
と。自分が受け継いだ世の中を少し
でもよくするように努力し、あとの人
に残すことができるように、自らを律

し、他の人の役に立つことを惜しまな
い人を育てる、そのことを目指し、青
少年を育てるのがボーイスカウト運
動です。そのために世界１６９カ国
で共通に用いられる方法が、野外、
キャンプ、班活動、進歩、そんなキー
ワードで象徴されるところの、つまり、
スカウト達が普段の活動で実践して
いることそのものです。普段の、班会
議や班集会を通してスカウト達が成
長する、その積み重ねが大きな羽ば
たきにつながるのだということが、２
ビーズを首から下げるようになって
実感できるようになりました。
その羽ばたきは、夏キャンプのよう
な長期野営のなかで目撃することが
できます。また、カトリックスカウト
キャンポリー、スカウトジャンボリー
に行くと特に強く実感できます。８月
に石川県珠洲で開催された17NSJで
は、初めて出会ったスカウト同士、言
ー1ー

葉が通じない外国のスカウト同士で
も、すぐに理解し合い、打ち解けあう
さまをそこかしこで目にしました。自
分たちの世界が広がることを感じ取
り、そのことに魅入られている、スカ
ウト達の姿はそんな風に見えました。
ボ ーイスカウト運 動で は 、成 人
（リーダーや保護者）の支援も教育に
必要な要素となっています。成人の
ための学びの場はたくさん用意され
ていて、
リーダーから始めた私のよう
な人でもスカウトを導き、成長を見守
ることができます。保護者の皆さん、
スカウト達の成長を共に見守り、大き
く羽ばたくその瞬間を見る喜びを共
有するために、できることを一緒に
やっていきましょう。
平成３０年9月
ボーイスカウト日野２団
ボーイ隊長 熊田英峰
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ボーイ / カブスカウト ・ 夏キャンプ 感想文
２０１８年度夏キャンプ
ボーイ隊

佐々木知紘

今年の夏キャンでは、例年よりも短

中で安定した火をつけられたというこ
とで僕たちの火つけ能力が今までの活

３日５時おきでおきるのがめんどく

動の中でしっかり蓄えられていたとい

さかったです。こうさくをやってつら

うことを実感できました。しかし、今

かったです。

かったため、少し楽に達成できると

回のキャンプで、まだの能力が不十分

思っていたが、今まで参加した夏キャ

だと感じた点もあったので、その点は

ンの中で一番人数の少ない３人という

今後の活動で改善していきたいと思い

人数だったため、思っていたより楽で

ます。

４日あとはかえるじゅんびたいへん
ろやりました。でもつらいけどたのし

やトイレがあったので、環境は優れて

なつきゃんぷのにっき

いた。湿気も去年の白州ほどではなく、

ボーイ隊

去年よりも色々と過ごしやすかった。

金子裕亮

１日目。

かったです。
かんそう

雨でつらすぎてもういや

でした。
ふるい木をきるのがたいへんでした。

参加したのだが、人を動かすことの大

前日の用事により、昼ごろから参加。

変さを改めて感じた。やはり人に効率

肝だめしは心臓に悪かった。

的な仕事をさせるように具体的な指示

２日目。

を出すのが難しかった。

大日岩までハイキング。

今年は人数が少なかったため、リー

つらくってたえきれないほどの雨で
した。
でした。だけどテント、全体といろい

はなかった。だが、キャンプ場は水道

今年は班長としてこの夏キャンプに

かったです。

クロスベアリングの時、岩の上で高所

夏キャンプの記録
ボーイ隊

千葉修士

１日目ＪＲ高尾駅に６時に集合し

ダーやローバー隊の人たちが手伝って

恐怖症が発動した。

た。そのときは、正直夏キャンプに行

くれたのだが、この手伝いがなければ、

３日目。

きたくないと思っていた。ＪＲ高尾駅

このキャンプはそこまで上手くいかな

工作など、サイト改善。

から松本行きの電車に乗り韮崎駅で降

かったと思う。感謝の気持ちを忘れず

サイトが少し便利になった気がした。

りた。そしてみずがき山荘行きのバス

にこれから活動していきたい。

夕食準備時の雨は辛かった。

に乗り金山平というバス停で降りた。

じゃんけん列車の歌がわからなかっ

そこから金山山荘のご主人にあいさつ

た。

をしてキャンプ場に行き、設営を行っ

４日目。

た。夜プロでは、石田大智と次長と僕

ひたすら徹営。

できもだめしをした。次長がすごくビ

４時起床とか言っといて５時に起床。

ビリで正直おどろいた。ボーイ隊の副

４日間山梨県北杜氏で行われた夏キャ

側溝を埋めた後、地面をカムフラー

長が上半身裸で僕たちをおどろかして

ンプに参加しました。夏キャンプの中

ジュするのに一苦労。

きた。それを見て金子君は全力で走り

で楽しかったことはとても沢山ありま

酔い止めは偉大という事実を再認識。

テントサイトに戻っていた。テーブル

したが、あえてここでは大変だったこ

楽しいなつきゃんぷでした。

クロスにお化けらしき紙が入ってい

夏キャンプでの思い出
ボーイ隊

石田大智

僕は、８月１４日から１７日までの

とを書きます。

た。おそらくリーダー達のいやがらせ

今回のキャンプは天候の変化が激し

なつきゃんぷ、できごと

かったので大変でした。最も大変だと

ボーイ隊

感じたのは、１６日の夕飯をつくると

齋藤海斗

きでした。そのときに唯一キャンプ中

キャンプサイトにはいったらテントを

で大雨が降ったので火をつけるのが大

たててそしてしょくどうに行きまし

変でした。薪を出しっ放しにしていて

た。

薪が湿っていたこともありなかなか安
定して火がつきませんでしたが、大雨

であろう。その夜班長のいびきと滝瀬
しょう太君の寝ぞうの悪さに圧倒され
た。
3 日目５時起床。点検に向けて野営
工作を行った。
４日目夏キャンプ最終日金山山荘に

ごはんを食べて、よるぷろはきもだ
めしで、こわくっていやでした。

を防ぐための板を使ったり、薪を乾か

ねました。４時４５分。２日でやま

しながらやるなど工夫をして安定した

のぼりでつらかった。くさりを使って

火をつけることができました。大雨の

のぼるのがわくわくしたし、おもしろ

ー2ー

感謝のみを残すように指示され、ごみ
拾いをした。
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夏キャンプのおもいで
ボーイ隊

滝瀬翔太

１日目は６時にたかおえきにしゅう
合して山なし県に行きました。その夜
にきもだめしをしてこわかったです。
２日目は大日いわまでハイキングに

カブのサマーキャンプ

カブ隊二度目の夏キャンプ
カブ隊

カブ隊

石森圭登

僕は、山梨県の北杜市に行って金山
山そうに四日泊まりました。

千葉裕也

一日目は、東京から山梨の北杜市の
金山山そうに電車やバスを使って行き

一日目は、最初は部屋を決めてその
後に、森にさんぽに行きました。

ました。
山そうに着いたら、作業着に着がえ

行きました。さかがおおくてきつかっ

そして昼食は、ピザとサラダでした。

ました。作業着に着がえ終わったら、

たです。岩の上でクロスベアリングを

ピザの具は鹿肉とソーセージと、

カブのみんなで、森に行きぼう険をし

したときに高くてとてもこわかったで

チーズ、ミニトマト、トマトソースで、

て川をずっと行って大きな岩があった

す。くさりをのぼるところもありまし

サラダは、野菜がすっごく美味しかっ

ので、そっちの方に行ってイワナがい

た。

たです。鹿を探しました。

そうな池がありました。回りを回って

３日目は５時におきました。ポリタ

夜は、白砂君と、上杉君が会議に行っ

ン置きとまき置きばをつくりました。

てる間にねる準備をして

大雨がふってきて夜ごはんを作るのが

いったらよくそうがせまくて入りずら

池に落ちそうになって山崎リーダーに

大変でした。夜はキャンプファイヤー

かったです。

たすけてもらって山そうに帰りまし

をしました。歌をうたったりしました。
４日目は朝４時３０分におきまし
た。テントと食どうつらい、工作、た

おふろに

池の近くでみんなで写真をとりまし
た。とり終わったあとにずるずると、

二日目は朝食を食べて水しょうをさ
がしました。そして、帰ったら水しょ
うで工作をしました。

た。
山そうに着くと千葉リーダーがピザ
のきじを作ってくれて、きじを切り分

ちかまをこわしました。バスにまに

昼食はカラーライスでした。すっご

けをして、みんなでのばして、あるて

あってすわれたのでよかったです。

く美味しかったです。三日目には、二

いどできたら一回やきその次にトッピ

千三百二十メートルのみずがき山に登

ングのピザソース、ミニトマト、ソー

る予定だったので早めにねました。

セージ、しかソーセージなどもっと

ボーイ初の夏キャンプ
ボーイ隊

近藤淳成

三日目はみずがき山に登りました。

あったかもしれないかもしれないけれ

なんども転んで木に頭をぶつけてなん

ど色々のせて、もう一回やきました。

夏キャンの集合の時、イーグルの人

どもくじけそうになったけれど、がん

夜は風呂に入り夜プロをやりゴール

数が少なくって「まじか」と思いまし

ばって頂上に登りました。下りが一番

デンバー会議をやってみんなで部屋に

た。

怖かったです。

分かれてねました。

そして、キャンプ地についたら石塚
さんまたの名ジョナサンが大きい
リュックをはこんでくれたのはうれし

帰ったら桃を丸かじりました

甘さ

がいつもの桃より甘かったです。

二日目は、６時に起きて作業着に着

夜は、キャンプファイヤー！！

がえて雨がふっていたので、食どうで
火

かったです。ですが、石塚さんが「私

をかこんでみんなと歌っておどってげ

のことはジョナサンと呼びなさい。」

きもしました。面白くて夢中になって

と言った時はまじひきました。

やりました。

スカウツオンたいそうをして朝食の
じゅんびをし、かしパンを食べました。
食べ終わったらセレモニーをし終
わったら点検じゅんびをし、かく組の

２日目のハイキング中の富士見平小

四日目は金山山そうから帰りますが

屋のトイレがものすごく、くさかった

マスターのお手伝いをしてみんなで感

着に着がえて水晶を取りに行きまし

です。

しゃして帰ります。少しさびしかった

た。車が入れない所から 30 分ほど歩

けど帰りました。

いて水晶のある川に入って 300 メー

そして、大日岩から見たけしきはき
れいでした。でも、きりが何回か、か
かりましたが、やっぱりけしきはきれ

山の神にも会えてうれしかったで
す。またきたいです。

いでした。

部屋を回り点検が終わりました。作業

トルほど上流に行ってすごくキレイな
水晶を見つけて、そのあと 30 分ほど
あるくと時間が終わってしまいまし

３日目は生活をらくにするための物

た。

を作りました。ふつうに難しかったで

足をふいて金山山そうに帰ってきて

す。そして、やっとふろにはいれまし

お風呂に入って、夕食のじゅんびをし

た。

て夕食を食べて夜プロをしてゴールデ

４日目はテントのせつえいをしまし

ンバー会議をおわらせてねました。

た。時間がかぎられてるのではらはら
しました。
ー3ー

vol.14

October 25 2018

カブ隊夏キャンプの記録

感想・まとめ

とは特にないと思いましたが、きっと

帰り道に見えた日本アルプス（南ア

何かを心の中につきつきられ今後のこ

ルプス）がみえたときは感動した。ま

とに活かされていくことでしょう。ま

カブ隊夏キャンプ 1 日目朝 5 時に起

た、みずがきやまの山頂の頂きに立っ

たこの夏キャンプ 4 日間ものすごく楽

きて、途中でおにぎりを食べて 7 時に

たときは、達成感がハンパなかった。

しかったです。スカウトとの生活もす

家を出た。そして 8 時 20 分に高尾駅

そして、頂上からは富士山や南アルプ

ごく楽しかったです。この夏キャンプ

で待ち合わせをした。

スが見えるはずだったが、天気が悪

に来て本当に良かったです。

ボーイ隊（デンコーチ）千葉修士

そして電車に乗り込み甲府市や大月

かったのでみずがき山付近の山しか見

市を通りすぎて韮崎駅で降りた。そし

えなかった。二日目にとった水晶で針

て隊に昼前に今回の宿泊場である金山

金やダイヤモンドやすりで水晶をけず

山荘に着いた。

りピカピカにした。このキャンプを終

1 日目の夜ごはんは、ピザで自分で

えてあっというまだったなと思った。

作った。マスター（主人）からの差し

また、カブの夏キャンプに同行した

入れで鹿肉をもらった。

はじめでさいごの夏キャンプ
カブ隊

白砂海人

ぼくは、冬のときにボーイスカウト
に入りました。

人たちは、団委員さんの宮孝憲さん。

そのときぼくは、しかで春にくまに

食事担当である大竹毅さん。田中恵子

なってすぐ組長になりました。それで

さん。カブの隊長である辻たけしさん。

一回はキャンプはしたものの一泊二日

カブのリーダーである傳田あけみさ

でみじかくて長いキャンプは夏キャン

タルラインに行って水晶をたくさん

ん。千葉純恵さん。山崎健太郎さん。

プが初めてでした。

取った。ぼくの弟がきれいな水晶を

保護者であるくわ原さん。石森親子。

キャンプの一日目はまず四十五分ぐ

取っていたのでけん命に探した。最終

白砂さん。小林さん。カブのスカウト

らい電車で、にらさき駅でおりて金山

的に水晶がたくさん取れたのでビニー

である 1 組石森圭登くん。白砂海人く

山荘行きのバスに乗って二時間くらい

ル袋が破れてしまった。かなり足に負

ん。山崎なな子さん。上杉なおひろく

乗ってやっと金山山荘のついてマス

担がかかっていたので風呂はすごく気

ん。2 組のくわはらだいごくん（組長）

ターにあいました。

持ちよかった。そして 2 組の部屋で寝

千葉ゆうやくん（次長）佐々木ともの

まず金山山荘についてしたことは

た。

りくん。傳田未来さん。花田さんとい

まわりのさん歩でした。さん歩のと

うメンバーでカブ夏キャンプに臨みま

ちゅうで川をわたったりして。次にし

した。

たことはピザ作りをしました。ピザ作

本格的なかまで焼いたピザはすごく
美味しかった。
2 日目はいよいよ水晶取り。クリス

3 日目はすごい山の登山だ。
（みずがき山）に登りました。
水無川と聞いていたが、前日に台風の

僕は、少しでもスカウトの皆に自然

りのとき、しかの肉をたべました。

影響で大雨が降り激流の水有川に変

の大切さと東京とはちがう気候での生

しかの肉はとってもかたくて切るのも

わってしまった。

活に慣れてもらったらうれしいです。

大へんでした。ピザをやいてたべると

そして、一回引き返すという意見が

またカブの子はボーイ隊に進級しても

き、ぼくのはきじが大きくて一まいた

出たが、隊長が急行することを選択し

つらいことや過こくなことがいっぱい

べるのもひとくろうでした。

たので山崎リーダーがスカウトのロー

あるとおもいますがこの経験やカブ隊

ふろもはいってゴールデンバー会議

プを使い子供たちに渡るよう指示し

で学んだロープ結びなどの豆知識を活

の前に夜プロをやりました。一日目の

た。

かして野外活動に臨んでほしいです。

夜プロでは山の神の石ひをみました。

無事皆川を渡り切ったが、そこからは

3 日目の夜プロではキャンプファイ

岩場が多いうえに雨だったのでかなり

ヤーをやりました。色々な歌を歌って

ハードだった。

1 組は、ドンキーコングとマリオとい

前列の人たちは、川から 2 時間くら

うタイトルでものすごく面白かったで

いでみずがき山の頂上に到着したが、

す。また、2 組は 50 年前栄えたホテ

後列のスカウトたちは 3 時間半ぐらい

ルがつぶされて 1 人の女の子が死んで

で頂上に着いた。

しまい、その後何年後かに 3 人の男子

そこから下山し金山山荘に戻った。

グループがきもだめしにやってきてそ

いよいよ夏キャンプ最終日 4 日目。

の後どうなったのかの物語を劇で

金山山荘の主人にほう仕し山荘内を片

演じていました。また、ぼくも 1 組と

付け山梨県北杜市を去った。その帰り

2 組にアドバイスをしてスタンツを完

道には南アルプスである甲韮こまケ岳

成させました。

や聖岳がみえた。

またこの夏キャンプの中で学んだこ
ー4ー

二日目は朝六時におきました。
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夏キャンプで楽しかった事
カブ隊

桑原大瑚

きもちよかったです。そして、夜ごは

楽しかったキャンプ

んを食べました。てっぱんやきをたべ

カブ隊

ました。

ささ木とも朝

一日目は東京駅から、山梨県に、電

3 日目はみずがき山に登りました。

車でいって、北杜市の金山山そうにい

ひょうこうは二千三百二十メートルで

ピングは、トマトソース、チーズ、し

きました。そして、森にさんぽに行き

した。すごくきゅうでした。とちゅう

かの肉、ソーセージ、トマト、ハムで

ました。森の中には、鹿のふんがあり

でみずが出ている所があって、そして、

す。とてもおいしかったです。

ました。森から帰って木になっていた、

そこで水をくんで飲みました。とても

二日目は、水しょうをさがしに山に

ももを食べました。とてもおいしかっ

おいしかったです。そして、しばらく

行きました。水しょうは、山や川など

たです。

一日目は、ピザ作りをしました。トッ

すると、まえにふうとうを山の神から、

に落ちていました。水しょうをいっぱ

その次は、ピザ作りをしました。ピ

でんリーダーの所に届いていてそれを

い見つけられて、うれしかったです。

ザ作りでは、金山山そうの主人がやい

もらったので、その 2 枚目に水がない

三日目は、すごく大きな岩がいっぱ

てくれました。ピザには、トマトソー

川があると書いていたので、いってみ

いあって、山も大きい山をのぼりまし

ス、チーズ、ソーセージ、ミニトマト、

たらたい風のせいで、水がありました。

た。ロープやくさりやはしごをつかっ

そしてすごくおどろいたのは鹿肉が

そこをはだしになってわたって、とて

て行きました。山のてっぺんまで行く

入っていた事です。

もつめたかったけど、なんとかわたり

と、100ⅿぐらいでした。すごくけし

夜ごはんは、ピザとサラダです。ピ

きれて、また登りました。しばらくす

きがよく、こわかったです。山のてっ

ザは主人がやいてくれて、サラダはお

ると、チェーンをつかまないと行けな

ぺんでクリームパンを食べました。す

おたけさんと、田中さんが作ってくれ

い場所があって、そこを登ると、雨が

ごくおいしかったです。

ました。

ふってきました。

1 日目の、夜プロは石ひを見に行き

そして、とてもきゅうになってきて

ました。そしてそこに、ふうとうが、

何とか、ちょうじょうにつきました。

おいてあってそれは、山の神が置いて

そして下山も、たいへんでした。みん

もらった物でした。その中を見ると、

な登りも、下りもバラバラでみんない

宝の地図が入っていました。そして夜

くつかの、チームみたいになっていま

プロが終ってゴールデンバーかいぎを

した。

して寝ました。

そして、川をわたって帰ってきまし

２日目は、宝の地図のばしょに行き

た。そして夜ごはんを食べました。夜

ました。その入り口まで隊長たちの、

ごはんは、ぶたどんでした。とてもお

車で、入り口まで送ってもらいました。

いしかったです。

そして入りました。しばらくすると、

その次は、キャンプファイヤーをや

地図の山の神と書いてある場所につき

りました。3 日間練習したげきをみん

ました。そして、おまいりをして、宝

なの前でひろうしました。

を探しに行きました。またしばらくす

そして歌を歌ったりして楽しかった

ると、川がありました。そして、宝は

です。そしてみんなでおどったりして

水晶でした。その水晶は、川の中にあっ

いると山の神があらわれました。リー

たり、陸にあったりしていて、すごく、

ダーたちはみたけど、子どもは、見ら

みんな多く見つけました。ぼくは五十

れませんでした。

こくらい、見つけました。ゆうや君す

そして、キャンプファイヤーが終っ

ごく、きれいな水晶を見つけて、ぼく

てねました。3 日間をふり返って、3

はすごくおどろきました。

日間とても、楽しかったです。1 日目

でも、負けてはいられないと、ぼく

はピザを作って 2 日目は水晶をとっ

はすごくひ必に探したけど、ゆうや君

て、3 日目は山に登って 3 日間とても

のよりきれいなものを見つけることは

楽しかったです。

出来ませんでした。
帰ってみんなで水晶で、おまもりを

これでぼくのはっぴょうを終わりま
す。

作りました。ぼくはネックレスを作り
ました。その次にふろにはいりました。
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夜にキャンプファイヤーをやりまし
た。楽しかったです。
夏キャンプのすべてが楽しかったで
す。
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カブスカウトの夏キャンプ
カブ隊

キャンプで楽しかった事

山ざきなな子

わたしは、カブスカウトの夏キャン
プでたのしかったことをかきます。
わたしは、水しょうで工作をしたの
がとてもたのしかったです。
わたしは、のいちゃんのぶんや、し
なりちゃんのぶんもつくりました。
ネックレスも作りました。
その後に、山ざきリーダーからきれ
いな水しょうをもらいました。
とてもうれしかったです。

カブ隊

カブスカウトの楽しかったキャンプ

カブ隊

傳田美来

わたしはキャンプで楽しかった事
は、三つあります。

わたしは、山のぼりと水しょうとり
が楽しかったです。

一つ目は、すいしょうとりの事です。

山のぼりですごい山をのぼって、

すいしょうをはじめてみてなんだかキ

てっぺんまでいったのがすごく楽し

レイだと思いました。

かったです。さいしょは、あんな山に

二つ目は、山のぼりの事です。山の
ぼりは下見の時も行ってキャンプでも

のぼれないかと思ったけど、のぼれた
のがうれしかったです。

行ったので二回も行って楽しかったし

もうひとつは、水しょうとりです。

あの山は、なんだかつかれませんで

はじめは、あまりなかったけれど、あ

した。

とからいっぱい見つけられて楽しかっ

その後にそのきれいな水しょうをや

三つ目は山のと中で、川に入った事

すりでけずってすごくぴかぴかになり

です。川は、つめたかったけど入って

たけど

ました。

みるとなんだか楽しいなと思ってまた

す。

きれいなのは、３こくらいみつけら
れました。
そして

げてしまいました。
そして

入りたいと思いました。
しかに

なってうさぎの子のめんどうをみてあ
げたり、もっとじゅんびをはやめに終

その日の工作は終わってし

わらせるようになりたいです。

まいました。

キャンプで楽しかったこと、
つらかったこと
カブ隊
まず

一番楽しかったサマーキャンプ
カブ隊

上杉尚央

小林欣市

たのしかったことはすいしょ

一番楽しかったのは山登りでした。

うひろいです。２つ目に楽しかったこ

けわしい所もあり、楽なところや、わ

とは、ピザ作りが楽しかったです。な

き水が出てる所もありました。水はお

ぜかというと

いしかったです。

いろいろなトッピング

や、やく時間が２分〜３分としっては

ピザはこのキャンプの中で一番おい

やと思いました。あと金山さんそうの

しかったです。また来年来た時も食べ

マスターの作ったピザは最高でした。

させて下さい。

２日目は夜ごはんで林ライスがでてお

今回のみずがき山は今まで登った山

いしかったです。ピザでは、しかの肉

とレベルがちがいました。今度はきん

もでました。

ぷ山に登りたいです。

一番つらかったのは三日目です。な

水しょうは大小あって

ぜかというとみずかぎさんにのぼった

の高い物は

からです。ひょう高 2200ⅿもあるか

ました。

とうめいど

はいいろに見えると知り

らです。夜プロ 1 日目はせきひを見に

ミケちゃんはかわいくて朝ごはんの

いきました。ものすごくオーラがあり

ハムをねらっていました。みんながお

ました。2 日目の夜プロは歌の練習を

いはらったのでおこってしまいまし

しました。3 日目はキャンプファイヤー

た。

をしました。山ざきリーダーが山の神
を見たといっていて

ぼくはみれなく

てざんねんでした。
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たです。さいしょは、うまくできなかっ
あとからできて楽しかったで

これからもキャンプやカブスカウト

これからのキャンプでも
みらいちゃんにほとんどあ

花田希実

のかつどうをいっぱいしたいです。
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ビーバー隊 夏の活動報告

ビーバー隊は、 ７月現在、 元気なスカウト７人で、 月２回楽しく活動しています。
夏の活動を紹介！
●竹竹竹 （流しそうめん） 毎年恒例のビーバー隊の流しそうめん！
団員さんと隊長が前日から竹を切りだし、 縦に半分に割って、 節を削って立派な流しそうめん台を用意してくれました。
年々コースが長くなっているような。。。＾o＾
この日、 スカウトたちは高幡教会の子供ミサに参加させていただきました。 ミサでは落ち着いて話しを聴くことができたと、
一緒に参加したリーダーが話してくれました。 スカウトの心に残るお話しが聴けたのではないでしょうか。
教会から走って戻ってきたスカウトたち。 お待ちかねの流しそうめんのスタート。 お腹を空かせたスカウトの他に、
見学者の方、 教会学校の方々、 シスターも参加してくださり、 今年はいつも以上に賑やかになりました。
竹の台から流れてくるのは、 白いそうめん、 カラフルな色つきのそうめん。 器にまだ麺が入っているのに、
流れてくる麺を取ろうとみんな必死。 そうめん以外に流れてくるチーズ、 カニカマ、 ミニトマト、 枝豆に嬉しそうな声が
たくさん聞こえます。 さくらんぼ、 ぶどう、 グミは特に歓声があがり、 子供たちのキラキラ笑顔に隊長もニンマリ。 "
途中で、 教会学校の方の手作り梅ジュースが振る舞われ、 その美味しさにまたテンションが上がりました。
あまりの美味しさに、 作り方を聞いているスカウトもいました。 子供たちのお腹も気持ちも満足したあと、
大人もスカウト広場横の畑で団員さんが育てたシソを薬味に、 美味しくそうめんをいただきました。
天気も良く、 教会学校の方々とも交流ができ、 大成功の 『竹竹竹』 でした。
●程久保ランド （プール）

こちらも毎年恒例のプール！

大きなプール２つと小さいプール 1 つを用意。 天気予報では雨の心配がありましたが、 当日はお天気に恵まれ晴れました。
参加したスカウトは少なかったのですが、 見学者さん４名の参加があり、 恒例のスカウト vs リーダーの水鉄砲、
水かけ対決も盛り上がりました。 スイカ割も一巡目では割れず、 みんなで協力して声掛けてスイカまで案内し、
何度もチャレンジして笑顔いっぱいのスイカ割体験となりました。 "
スカウトの、 「楽しかった」 「面白かった」 「みんなと仲良くできた」 「知った」 などの体験、 笑顔のために、
今後も保護者のご理解、 ご協力をお願いいたします。
（ビーバー隊副長 近藤亜矢子）
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第 17 回日本スカウトジャンボリー
第 17 回日本スカウトジャンボリーが、石川県珠洲市のりふれっしゅ村鉢ヶ崎で
８月４日から８月 10 日までの日程で開催されました。
日野２団からは、このジャンボリーにボーイ隊から石田君、中島君、
齋藤君、中村君の合計４名の優秀なスカウトを派遣しました。
この大会には皇太子殿下や宇宙飛行士の野口聡一さんがお越しくださり、
大変盛り上がったそうです。
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