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ボーイスカウトスピリット（精神）って何 ？
この 前電車の中で 読んだ雑誌 の中に
ボー イスカウト精 神ってこれ だ！と感
じた 記事がありま したのでご 紹介し て
おき ます。
小学 校 6 年生の男 の子が電車 でおば
あさ んに席を譲っ たお話し、 おばあさ
んは 「ありがとう ございます ！」と言っ て席に座 り、
降り る時もわざわ ざ少年のと ころに来て「 ありがと う
ござ います。足が痛 かったので とても助か りました 。」
と何 度も頭をて下 げて降りて いった。少年 は席を譲 っ
ただけなのにと照れくさく、少し恥ずかしく感じた
が、い つもは電車の 中でスマホ ばかりを見 て周りの 事
には無頓着だった少年がその事があってから電車の
中でお年寄りや体の不住な人がいないかとキョロキ
ョロ と・・するように なった。ひんぱんに 席を譲る 様
にな って、時にお礼を言 われる 。時にはム ッとされ る
こと あり、時には当たり まえな顔を する人もいる 。で
もそ れでいいと。
ボー イスカウト精 神とは、電車 の中で席を譲 るよう
なも のだと私は思 いました。
捉え 方は人それぞ れです。皆さ んにとってボ ーイス
カウ ト精神とはな んでしょう か？
私も少年を見習いおばあさんに席を譲りました。
「あ りがとう！ 」と言わ れると思い きや、次の駅で 降
りま すので結構で す！と、振り 返って席に 戻ろうと お
もったらすでに他の方が座っていました。あはは
は・ ・
うまくいかない事はあります、きっと明日は晴れ
る・ ・といいなぁ ～

２０２０年は新形コロナにより様々な行事が出来なく
な ったば かり か、普通 の集 会も思 うよう に出来 ない異 常な
年 となり まし た。
キ ャンプ・団 ボリー・ハロ ウイン・クリ スマス 等の恒 例
行 事もす べて 中止と なった り、せ っかく 目黒７ 団と一 緒に
活動を進める準備が出来て来たところで実施に移せなか
っ たり・ ・・ ・
団 として は創 立７０ 周年に 当たり 、本来 みんな と盛大 に
お 祝いを する ところ ですが 予定通 り開 けず、入 団上進 式も
延 期とな って いまし た。
各 隊の活 動は 夏ごろ から対 策をし なが ら徐々に 再開し 、
年 の終り にあ たり、対 策を 十分取 り規模 も大幅 に縮小 しつ
つ ７０周 年の お祝い を実施 いたし ます 。

11 月 3 日に山手地 区の地区ラ リーが行わ れ ました。コロナ禍 での開催とい うことで例 年 とは異なる形での 開催
となりました。団ご とに編成し たビーバース カウトから保護者 までの混成 チームそれ ぞれ でルートを決めて チェッ
クポイントをまわ り、課題に 答えてポイ ント を稼ぐ形式でした 。
1 団は 2 チ ームに分か れて参加しま した。前 半は同じルートで したが、後半は 作戦の違い から異なるルート にな
りました。
私のいたチームは エリアを広 く移動し中 目黒 駅を超えて西郷山 公園まで足 を延ばす選 択を し ました。西郷山公 園
に行ったチームは 全体で 2 チ ームしかなく チ ェックポイントに 到達した分 でポイント が加 算されたようです。チェ
ックポイントでの 課題はビー バースカウ ト用 、カブスカウ ト用、ボーイスカ ウト用に分か れていてビーバー はなぞ
なぞ、カブはチェック ポイント内 の観察、ボ ーイはスカウト技 能に関する 課題が出て いま した。意外となぞなぞ に
苦戦し、全員 で考えまし たがスカウ トの発想 力にたびたび驚か されました 。技能 を使う課 題には苦戦するか なと思
っていたのですが 難なくこな しているよ うに 見えたので日ごろ の成果が出 せたという こと ではないでしょう か。課
題は QR コードで 読み取る方 式でコード を探 すのも一つの楽し みになって いたようで す。
ちなみに 最後の チェッ クポイン トにあ った井 戸のポン プにス カウト は興味津 々でこ の日 1 番の盛り 上がり だっ
たように思います 。笑
終了のアナウンス で一気に疲 れが出たの か途 端に空腹を感じ始 めるスカウ トもいまし た。スマートフォンに 表示
される歩数も１万 歩を超えて いたのでス カウ トが疲れるのも無 理なかった ですね。
みんなで頑張った かいもあっ て結果はだ んと つの１位でした!!
来年以降どんな形 での開催に なるかはわ かり ませんがまた１位 を目指して 頑張りまし ょう ！

１１月２９日、今回の隊集会
では前回模型を作って練習した
信号塔の実物を、模型を元に丸
太を使って作成し ました。
例年は夏季野営のプログラム
の一環として作成を行っていま
したが今年は野営もできず、 ス
カウトたちにとっては初めての
信号塔建造となり ました。
前回模型を作ってイメージを
つかんでいためか各箇所手際良
く結んで立派な信号塔を立ち上
げました！

１1 月 1５日 の隊集会では、野 外料理を行 い ました。しかしなが ら 、COVID-19 感染防止 対策の観点から 、
「同じ釜の飯を食 う」ことが 大きなリス クと なるため、いつ もどおりの形 式での調理 や食 事は難しい状況下 に
あります。そこで 今回は 、「サバイ バル炊事体 験」というテーマ として、 1 人 1 人個別に食 事を準備する形と
することになりま した。
食事の準備を始め る前に、カ ブ隊恒例の 食材 争奪ゲーム大会を 行いました 。今回は何 を争 奪するのでしょう
か…？？ここでは 、栄養素に ついて学ん だり 、ロープ結びの復 習を行った りしました 。
さて 、 いよ いよ 食 事準 備 開始 とい う こと で 、 まず は 火お こし に チャ レ ンジ 。今 回 は 、「 密 」 を避 け る観 点も
あり、3 人 1 組 で火おこしを 行いました。薪 の準備など、うまく手 分けするこ とで思いの ほかスムーズに火 を
つけることができ ました。さて、ここ からは、1 人 1 人で 自分の分の お米を炊きま す。研い だお米を食品保存
袋に入れ、しば らく湯煎する ことでご飯 が用 意できてしまいま す。これな ら炊具が無 くて も衛生的に食事が で
きるので、今回に ぴったりで すね！
ご飯が炊けるとこ ろで、続いては おかずの準 備なのですが、いつ ものようにみ んなでカレ ーを作る、といっ
たことができませ ん。なので 、いつでも 手軽 に食べられる強い 味方、レト ルトカレー の登 場です。身近な 存在
のレトルトカレー は、ありとあ らゆる種類が ありますので、今回 は様々な種 類のカレーを 用意し、先ほどの食
材争奪ゲームで獲 得したポイ ントが高か った スカウトから食べ たいカレー を選んでい くこ とにしました。三者
三様のカレーをゲ ットしたと ころで、そ れぞ れのカレーライス を食べ、い つもとはひ と味 違う体験となりま し
た。
また、集会前に「月の輪集会 」を行い、ボー イ隊への上進を控 えたくまス カウトが隊 長と ともに月の輪の課
題に取り組み、一 通りの項目 を無事クリ アし ました。
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