2014 年も 12 分の 2 が過ぎ
ようとしています。梅の蕾は
三寒四温の中で八分咲き、春
の訪れ感じる 2 月末ですね！
2 月 15 日に各隊長と私で地
区の登録申請とヒヤリングを
無事すませました。
その際、地区から目黒一団
は山手 地区 の中 でリ ーダ ー的存 在な ので 是非 活
動及び 増強 に関 して も見 本にな る団 でい て欲 し
いと要望されました。
一団 とし ては 増強 の目 標 人数 を設 定し 体験 集
会を隊 に任 せる ので はな く保護 者の ご協 力の 上
で団一丸となって行う事と致しました。
体験 にい らし た保 護者 へ のケ アー を重 視し て
いく事 で入 団者 を１ 人で も増や して いく よう に
していきます。
また 、せ っか くボ ーイ ス カウ トに 入団 して く
れたス カウ トの 退団 者を 防ぐ事 も重 要だ と考 え
ており ます ので 、リ ーダ ーはス カウ ト及 び保 護
者との コミ ュニ ケー ショ ンを大 切に しボ ーイ ス
若干の
カウト 活動 の本 筋、 将来 性を浸 透さ せて いけ た
らと思 って おり ます 。団 目標の 人数 は１ １８ 名
です。
春はもうそこまで来ていますね！

１月 18 日（日）スカウトスキルとして最も重
要な基本訓練、 火おこし集会を行いました。
まずは「たちかまど」づくりを行いました。
キャンプでは最もよく使うかまどづくりです。
各所の結び方を各自で練習した後、 実際にみん
なでかまどを作りました。
その後実際に火を起こし、昼食をたべました。
昼食ではみんなが起こした火を使って、ダッチ
オーブンで焼きりんごを作りました 。
午後は、マッチを使わない火起こしを行い、
虫眼鏡、電池とスチールウールなどを用いて火
をおこしました。普段できない体験にスカウト
たちはとても熱中していました。

１月２５日(日）今年も祐天寺で寒念仏子ども大会が開催
されました。早朝暗いうちから集合し、６時から本堂でお勤
め、引き続き住職さんのお話。
「寒い、眠い、に負
けず、起きてきた皆さ
んは自分に打ち勝っ
ています。そんな頑
張った皆さんのため
学業成就を祈念しま
した。皆さん、勉学に励んでください。」
お勤めに参加した後は、お楽しみのお雑煮 です。場所を
祐光殿へ移 し、昨日のうちに仕込みが済んだ各参加団体
のお雑煮などに外でボーイ隊リーダーたちが焼いたお餅
を入れてふるまわれます
１団のお雑煮はＢＶ隊保護者の方が作り、ＣＳ隊保護者が
配布役です。
そして今年は特別企画として１団より甘酒のサービス。父
母会長とＢＳ隊父母が活躍しました。
美味しいお雑煮を頂いた後は、今はやりの「妖怪ウォッチ
体操」と御数珠ブレスレット作りで楽しいひと時 を過ごしま
した。
ＢＶ隊 ：今年も元気にお務めから参加させていただきまし
た。緊張した様子で、1 人 1 人前にでてお焼香をしました。
ご住職のお話しの中で「寒さと眠さに打ち勝って～」と言
う言葉が印象に残り、小さなスカウト達を見て「頑張って来
たね～」と言う思いになりました。欠席なしの９人全員参加
です。
ＣＳ隊 ： 今年の寒念仏は、カブ隊はほぼ全員が出席するこ
とができました。スカウトは慣れない早起きでの参加でした
が、おつとめには真剣に臨み、その後のプログラムは楽しく
参加できていたようでした。

祐天寺の寒念仏では、終了後に美味しいお雑
煮などが振る舞われます。これらは、祐天寺を
拠点に活動する団体、ボーイスカウト・ガール
スカウト・日曜学校が作成しています。
提供されるのは、醤油味・味噌味・塩味のお
雑煮とお汁粉。この内１団では醤油味雑煮を担
当しています。団内に密かに引き継がれる「秘
伝のレシピ ！ 」に沿って毎年ＢＶ隊父母が作成
し、ＣＳ隊父母が配布 をおこなうのが伝統とな
っています。今年も、ＢＶ隊全父母が協力して
作成をしてくれました。
なお、当日中に入れるお餅は、正月に祐天寺
に飾られていた鏡餅を搗きなおしたありがたい
ものです。
今年もとてもおいしく出来上がり、大好評で
した！！

１月２５日（日）に パインウッドダービーの山手
地区予選会が行われました。この予選会では、各学
年のタイム上位者が東京連盟大会へ進出できます。
この日は、寒念仏子ども大会の日でもあった た
め、寒念仏が終わったあと、すぐに会場まで移動し
ました。
大会を迎えるまでに、『格好良くて速い車』を目
指して準備を重ねてきました。大会では、山手地区
の他の団の参加者も大勢い て、レースの迫力や盛り
上がりはかなりのものでした。
結果として、目黒 1 団からは合計 3 名のスカウト
が成績上位に入ることができ、東京大会進出を見事
決めました!
また、他にも 2 名が車のデザインがすばらしいと
いうことで、デザイン賞を授与されました。スカウ
ト全員にとって、思い出深い日になったのではない
かと思います。

団からのお知らせ・・

ビーバー隊は、例年どおり、前日のお雑煮の準
備を担当しました。目黒一団につたわる伝統レシピ
で、関東風お醤油味 80 食分を準備しました。
前もって、買い出しと根菜の下茹でをして、前日

今年は当団創設６５周年にあたります。このた
め、記念式典を下記のとおり計画しております。
詳細は別途お知らせいたしますが、日程等計画
に入れておいて下さい。
●日時：５月３１日（日）１１時～１４時
●場所：祐天寺・祐光殿
●内容：式典・昼食会・団歴史 映写会・発表など

の準備に臨みました。今年は、すべてのビーバー
隊保護者が参加して、手際よく調理ができました。
和気あいあい、こどもの成長などお喋りしなが
ら、とても効率よく作業を終えることができまし
た。お手伝いくださった お父さん、お母さん、お疲
れさまでした。（前年は人手が足らず、カブ隊保護
者の方にお手伝い頂きました。）
当日は、カブ隊保護者の方々がお雑煮を温め
てくださいました。早朝から本堂でのお参りに参加
したスカウトや親御さん達に、「美味しい～！おか
わりっ！」と喜んでもらえました。夜の冷え込みが、
お出汁の味をより美味しくしてくれたようです。
寒さ厳しいなか、ありがたいお念仏行事に参加
した皆さんに、お雑煮で心身ともに温まってもらえ
て良かったです。
ＢＶ隊・津吹団委員
ボー イ スカ ウ ト目 黒 １団 機関 紙・ ら し ん ば ん
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