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昨年中はお世話になりました。
本年もよろしくお願いします。
2020 年皆様にとって有意義で飛
躍の年になることをお祈りしま
す。
なにはともあれ今年は東京オリ
ンピックが開催されます。
皆さん が興 味を 持っ ている 競技 は何 でし ょう
か？
輝かし いオ リン ピア への期 待も もち ろん です
が忘れ ていけ ない のはパ ラリン ピ ッ クで はない
でしょうか？
私は、車いすテニスと陸上が楽しみです。
私は足 が痛い だの 、腰が 痛いだ の日 々大 騒ぎを
してお ります が片 足を失 った人 が義 足を 付けて
フィー ルドを 駆け る姿を 想像し ただ けで 可能性
と勇気をもらえることは間違えありませんね！
ラクビ ーの ワー ルド カップ が終 わり 、あ れほ
ど感動 を与え てく れた日 々は既 に過 ぎ去 り、熱
が冷めてしまってます。
パラリ ンピ アが ここ に立つ まで の苦 難と 喜び
を少し でも共 感し ながら 応援を した いと 思いま
す。そ して少 しで もその 感動を 自分 の糧 にでき
たたらいいなぁ～と！
スカウ トの 皆さ んも 是非パ ラリ ンピ ック を楽
しみに！
気なる 選手は この 羅針盤 で紹介 した いと 思って
ます。
ご期待下さい！では、皆さん 2020 年も日々善
行を！

毎年１２月と言えば・・・恒例の団行事「団クリス
マス会」 今年もローバー隊を中心に団会議で企画な
どを話し合ったところ、よりスカウトらしくキャンプ
フ ァ イ アを 囲 ん だパ ー ティ ー 形式 で やろう ！ と いう
ことになりました。
12 月 15 日（日）・祐遊広場を会場に初の試みとし
て「2019 年・年末ガーデンパーティー」が開催され
ました。
ま
す
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！
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お寺 から差し入れ があった「 ポトフ」で 暖まり ま した。
父母会作成の
焼き芋、ホク
ホク 熱々
おい しいな～
出来たら
塩を振っ
ていただ
きましょ
う！

空 き 缶で ポッ プコ
ーン 作り。
空 き 缶に コー ンと
油 を 入れ 、針 金で
吊 る して 火に かざ
し ま す。 その 内、
パチ パチ！！

キャンプラララ・・キャンプリリリ・・♪

各隊の出し物

恒 例団 行事 であ った クリ スマ ス会 です が、 団会 議で 「も っと ボー イス カウ トら しく」「も っと スカ ウト が体 験
でき る会に」といっ た意見をも とに、室内開催を 屋外開催に変 更し、例年の スタンツ発表やプ レゼント交換 に加
え、 キャンプファ イアや野外 料理体験、 宝探し大 会などスカウ トが参加で きる企画へ 変更しま した。
名称 も「クリス マス会」から「年末ガー デンパー ティ」と変 わったので、パーティに ふさわし いよう装飾も こ
だわ りました。
軽食 は「スカウトが体 験できる野 外料理の軽食」を父母 会にオーダ ーし協力を 仰ぎ、当日は、すがす がしい冬
晴れ の元、ロー バー主導のも と、スカウ ト、リー ダー、父母 会、団委員会 と流行りの ワンチー ムで大変にぎ やか
なガ ーデンパーテ ィを行うこ とができま した。
スカ ウトも例年以 上に盛り上 がっていた ように感 じました。
（企 画・運営担 当ローバー 隊）

ボ ーイ 隊も お手伝 い、 ローバ
ー と飾 りつけ やキ ャンプ ファ イ
アの 準備をお こないま した。

父 母の みな さまは 事前 に 焼き
芋 を焼 いたり 、ポ ップコ ーン の
準備 などして くれまし た。

１ 2 月 1 日（日 ）2 月に 行われるパ インウッド
ダー ビーの大会に 向け、パインウッ ドダービーカ
ーの 作成を行いま した。この日はス カウトが全員
出席 することがで き、さ らにスカウ ト全員の保護
者の 方々にもご協 力いただき 、全体 的に盛り上が
った 集会となりま した。
はじ めに、ど んなデザイ ンの車を作 成するかの
アイ デアを作り 、それを もとに保護 者やリーダ ー
が手 伝いながら 、実際に スカウト自 身の手で電動
のこ ぎりを使って 木材のカッ トを行いま す。カッ
ト後 は紙やすりで 調整をして 形は完成で す。車の
王道のようなデザインから個性あふれる独創的
なデ ザインまで多 種多様な車 ができまし た。果た
してどの車が一番早く走れるのでしょうか…？
形が 出来上がった 後は好きな 色に塗装を 行い、塗
装が 乾くまで時間 がかかるの でここで昼 食休憩 。
食後は車の規格をクリアするためにサイズの微
調整 や錘の取り付 けなどを行 い、細 かな作業に悪
戦苦 闘の様子でし た。
今回は全体的に室内での作業がメインでした
が 、合間に 屋外で尾っぽ 取りを行っ て体を動かす
こと もでき 、また解散後 は 2 週間後 の年末ガーデ
ンパーティーに向けスタンツ練習の各組の組集
会も 行い、充実し た集会とな りました。

１２ 月１日（日）今年か らおこなわ れる「年末ガ ーデンパーテ ィー」の出し物 練
習を おこないまし た。今年 も昨年と同 じ「ホーキ ーポーキー 」を踊る ことに！今
回は ギーター名人 のスカウト パパさんに もお手伝 いをお願いし ました。いつ も割
とダ ラダラのビー バーなので ちょっと心 配してい ましたが、最初 の 挨拶から ダン
スま ですんなりと できてしま いました。練 習が済 んだところで おやつ を食 べて少
し遊 んで今日はお しまい。
隣の 部屋ではカブ 隊が「パ インウッド ダービー 」の車作り 中、覗い てみたビー バ
ーは …興味深々「 早くカブに なりたーい ！」 だっ て！！

毎年恒例の祐天寺初
詣の お手伝い。
父母・スカウトが 奉仕
しま した。

1 月 10 日 、東京連盟に おいて富士章 の授与式が 行わ
れ、 当団成澤スカ ウトが見事 授与をうけ ました。
こ の件の細報に つきまして は次号でお 伝えしま す。
ひ とまず・・・ 弥栄！弥栄！弥栄！
ボ ーイスカウト目 黒１ 団 機 関 紙 ・ ら し んば ん
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