今月号は３ページです！
残すところあと 1 カ月、
そろそろ来年のカレンダ
ーを持った営業マンが年
末の挨拶に訪れる季節と
なりました。2，3 日前も
ある会合で知人がカレン
ダーを持って・・・・
見ると、そのカレンダー
にはエベレスト インターナショナル ス
クール ジャパンと印刷されていて幼稚園
から小学校の低学年ぐらいのかわいい子供
達の学校生活が写っているものでした。
話を聞くと杉並阿佐ヶ谷にネパール人が
待ちに待ったネパール人の為の学校が開校
したとの事！ネパール人の学校？ それに
待ちに待ったとは？
それは日本で暮らすネパール人の大多数
は物価や子供達の教育などを考えると単身
での生活を余儀なくされているようでそん
な日本に暮らすネパール人の為にやっと学
校ができた！離れ離れになっている大好き
な家族と一緒に安心して日本で暮らすこと
できる。
ネパール人は約 25 年程前は 400 人足らず、
当時は援助ができる人も少なかった。でも今
では縁あって 2 万人のネパール人が日本に暮
らしておりその人たちが出資し、資金を集め
協力して学校を立ち上げる事に漕ぎ着ける
若干の
ことができました。と、だから待ちに待った
ネパール人学校なんだそうなんです。
そんなネパールの学校を支援する為に私
の知り合いのグループは、学校のカレンダー
を 作り 仕 事 の 合間 を み て は 一冊 \500 で 知 り
合いに声をかけているようです。
集 め た 募 金 は 100%ド ネ ー シ ョ ン ！ 100%ド ネ
ーションの活動は明朗且つ気持ちがいい！
皆様！今年も 1 年間ボーイスカウト目黒一
団にお力沿いを頂きありがとうございまし
た。
楽しくまた有意義な年末年始をお過ごし
ください。

１１月１０日、大岡山小学校にて「目黒区ラリー」が開催され
ました。昨年に引き続き山手地区ＲＳ会の企画運営で、「山手
地区ジャンボリーだ！」がテーマ、キャンプでの生活をゲーム
化して各部門に合ったプログラムになっていました。
ＢＶＳ、ＣＳは上位入賞にはなりませんでしたが、なんと！ＢＳ
隊は見事１位になりました。
（下に報告があります）

ＢＳ隊は今回は一班で参加
をしました。まず行われたの
はノッティングボード作り。模
造紙に書かれた結びを制限
時間内にどれだけ出来るか
で競いました。次に行われた
のは手旗競争。手旗で指定
されたものをどれだけ早く持ってこられるかを競いました。
手旗を読むのに苦戦していましたが、みんなで協力して乗
り切っていました。最終競技は尾っぽとり。一団のスカウトた
ちが協力して、ほかの団のスカウトと競っていました。
そして結果発表。なんとボーイ部門で一位を取ることが
出来ました。恐らくこれはいつとも訓練の賜物だと思いま
す。今後もそなえよつねにを忘れずに、来年も一位になれ
るように頑張りましょう！

１２月１日、保護者同士がつながり強め、とは、スカウト活動への支援に
役立てたり、日ごろ疑問なことなどを気軽に、自由に話し合える場として企画さ
れたものです。美味しいお茶とクッキー、ワーグナーさん手作りのサンドイッチな
どで楽しいひと時を過ごしました。日頃接触の機会が少ない他隊の保護者とも
穏やかな糞に気で話合うえ活動への理解もより深まったようでした。
また、機会をとらえてこのような会を催していきますので、是非ご参加を！
12 月 22 日(日)15 時から、祐天寺幼稚園プレイルームにて団クリスマス会を実施 します！
今年度はローバー隊が主催となり、ゲームなど企画をしています。また各隊スカウトもスタン
ツ（寸劇）を披露してくれます！団全体で一丸と
なって、楽しく盛り上がりましょう！
たくさんの保護者の方の参加、お待ちしております。

１１月１７日、祐天寺から林試の森公園まで、約１km のハ
イキングをおこないました。途中、消防署の訓練でハシ
ゴ車がハシゴを高く伸ばしているのを見学し、スカウト
達は夢中になって見ていました。
林試の森公園では、紅葉した葉っぱをたくさん拾い
ました。最後は、お決まりの尾っぽとり～芝生を思いきり
走り回ってきました。拾った落ち葉は１2 月の隊集会で紅
葉でアートに使います。

１１月 23 日～24 日、八王子にある地蔵山キャンプ場に
て、地区の一泊キャンプがあり一団スカウトも二名参加
しました。
まずは A 型テントの立て方をレクチャーしてもらい、自
分たちのサイトに１日寝るために必要な A 型テントを設
営しました。その後おやつ争奪火付け競争を行いまし
た。制限時間内に火をつけて、白玉を作る競争です。な
んとか時間内に白玉をつくり、食べられました！
夕食後はキャンプファイア！混成班で決めたソング
やスタンツを披露しました。
二日目、午前中はラリー形式でスカウトスキルを競い
ました。ロープや救急搬送、手旗のブースで指定された
ことを、自分のできるかぎりで披露しました。その後徹
営し、解散となりました。
この時期のキャンプだったため、大変寒い中のキャン
プとなりましたが、寒さに負けないぐらい元気に、大人
数のキャンプを存分に楽しんでくれました。

11 月 24 日、スカウト全員参加のハッピー・ディキャンプ！
キャンプ日和の中、自然観察、豚汁の野菜切り、シータ
ーポン発表、尾っぽとりと盛りだくさんの集会となりまし
た。組集会で作製したシーターポンはそれぞれカラフル
に好きな絵を描いていました。
毎年作製するので、クマスカウは３回目。慣れている分
凝った絵をバランスよく描かれていました。
そして、おにぎり発表会！普段はお家の人が作ってく
れるおにぎりを今回はスカウトが作ってきました。
「今日お母さんが誕生日だからウナギが入っています」
「のりを細かくちぎってサッカーボールにしました」など、
それぞれ工夫を凝らして美味しそうでした。豚汁の野菜
入れもスカウト達は率先して行い、スカウト人数よりも具
材の方が少なかったため、あまり体験できませんでした
が、この調子でお家でもどんどんお手伝いをしてほしい
なと思います。
隊集会が終わってもスカウト達は走り回って遊んでい
ました。思いっきり体を動かして活動できる団本部の広
場に改めて感謝の１日でした。

１１月２３日に祐遊広場にてデイキャンプをおこないまし
た。
このキャンプでは、今年度の移動野営を想定した講義 を
おこないました。ベンチャー隊 になると直火よりバーナー
を使う事が多 くなります。そこで、様々なキャンプ用具の
使用法を学びました・
スカウト達は初めて使う道具に興味津々です。
近年のアウトドアグッズは、大人も喜ぶ商品が多数です。

ＶＳ隊

富士章、隼章の進捗状況

１１月４日、飯島・森スカウトが富士章、１１月２４日、関
根・平野スカウトが隼章の面接を無事終了致しま
した。
団クリスマス会にて章を授与される予定です。

11 月 2 日にハロウィンパーティーが行われました。
今年度もボーイ隊が企画中心として進行しました。
最初に招待した子供たちにゲームと食事を提供し
ました。ゲームでは「コマ」と「まとあて」を行い、食事
ではカボチャスープとパフェを提供しました。その後、
ボーイ隊 がやっているキャンプファイアを招待者と一
緒に行いました。
途中雨が降ったりと大変でしたが、なんとか実施で
きました。最後に恒例？の宝探しをして、お菓 子を配
り終わりとなりました。
残念ながら雨のちらつく天気でしたが、怪我などもな
く楽しく活動できたので良かったと思います。

11 月 13 日～14 日で東京連盟 100 キロハイクが行わ
れました。
今回ローバー隊からは４名が参加しました。残念なが
ら今年度も完歩がおらず、最長で 67km までとなってし
まいました。完歩出来ない原因として、普段から歩き慣
れていない（歩き方がおかしい？）ことや長距離歩く際
の戦略が不十分であることがあるかと思います。です
ので、次回以降は完歩出来るように一度長距離を練習
し、感覚を掴むようにしたいと思います！

BS 隊で楽しかった思い出がある「オーバーナイトハイク」を VS 隊でも行いたいという、スカウトの希望から今回は「VS
50km ハイク」を計画、実行しました。以前は地区で行なわれていましたが今回は隊として行いました。
「RS100km ハイク」で祐天寺をチェックポイントにすることを知り、我々はコースを 100km ハイクの一部を利用すること
により安全面やコースの選定について、便乗することにしました。
当日はワーグナーくん、山邊さんの二名のスカウトの他一緒に歩く大人や支援 車
のために OB リーダーにも声を掛けスタッフ６名が同行しました。
スタート:増上寺(港区)、1cp:行船公園(江戸川区)、2cp 中川公園(足立区)、
3cp:王子駅(北区)、ゴール:(祐天寺)の約 51km、環七通り 23 区を一周するような
形のコースでした。予定の 12 時間より早く、11 時間でワーグナーくんはゴールしま
した。山邊さんも 40km まで歩き、二人とも BS 隊で経験してきたハイキングの 1.5
〜2 倍の距離を歩きました。
途中、100km ハイクに参加している他団のローバースカウト達も見ることができ
良い経験が出来たのではないかと思います。
（ＶＳ隊長）
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