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緊急事態宣言 は解除されたものの事態は一向に改善せず、予断を許さない状況が続いています 。
当団では宣言解除に伴い、対面での活動を再開しました。十分な対策を講 じての活動で、なかなか十
分には出来ませんが、やはりみんなが集まってこそ本当の活動ができますね！
今後は 状況を十分に見きわめつつ、対策にも十分な配慮をおこないながら 対面を基本に活動をおこな
っていきたいと考えています。
SCOUTING NEVER STOPS!

コロ ナ禍で出 来ること を始める時 期！
そろ そろ歩き 出そう～

ボーイ隊は 3 月 27 日 (土)に祐 遊広場にて 隊 集
会を行いました。 今回の隊集 会は昨今の事 情 によ

目 黒 1 団は 5 月 1 日（土） 14 時～ 16 時
6 月 13 日（日 ）10 時～ 12 時に 祐天寺祐遊
広場 で体験集会を 開催致しま す。（ 雨天決
行・ 雨天時祐光殿 にて開催）
2 時間と いう短い時 間ですが、 参加さ れた
方が少しでもボーイスカウト活動に触れる良い機会になる
様に 準備をしてお りますので 、是非 お友達やお知り 合いに遊
びに 来て下さるよ うにお声が けをよろし くお願い 致します。
さて 、4 月 11 日に令和 ３年度山手 地区総会が開催 されま
した 。今回 は松本秀夫 地区委員長の 令和３地区運営 方針と東
京連盟奉仕行事と山手地区奉仕依頼をご報告させていただ
きま す。

り今年度初めての 対面集会と なりました 。
カブ隊から上進者を迎え入れましたので離合
集散等の基本訓練 及び 5 月 、6 月に体験集 会 を行
う準備として主に美化工作で使用する結束法の
練習を行いました 。
離合集散に関しましては上進してきたスカウ
トも既に訓練を受けていましたのでスムーズに
慣れることができ ました。
結束法の訓練では上進してきたスカウト及び
苦手なスカウトは今年度からベンチャーに上が
った上級班長に教えてもらいながら練習しまし
た。
得意なスカウトたちは竹を使い立ち釜戸を製

山 手地区 地区 委員長 ・令和 ３年度 運営 方針 （要 旨） .
新形コロナウイル ス感染で 、昨年は 各団満足な 活動が出来
なかった。オ リンピック・パラリン ピック海外 からの 観客な
しで開催が決定、緊急事態宣 言も解かれ、4 月 以降は本格的
にスカウト活動を 展開したい 。しかし 第４波、感染者数増加
と変異型拡大が懸 念される。 地区登録人 数も 減少してい る 。
野外活動が一番の 魅力である 活動で、冒険心 高揚、技能向 上
などは、実践によ り身に着き 、活動の魅 力そ のものと思 う 。
地区スカウト数向 上のため役 員・コ ミグループ が団結し何
ができるか・する べきか共有 し問題の解 決に 向かいたい。
スカウト募集に は相当のエ ネルギーを 費や す。昨年は 満足
な活動も募集もで きなかった 。近隣 のスポーツ クラブはコロ
ナ禍でも練習を開始し 子供たちの思いに 応えていたと感じ
る。山手地区 は様々なサポ ートができ る環境 であり、都連 中
でも個性的活動が できる地区 。地区サポ ート をしっかりし 、
募集に寄与したい 。
発展と友好をテ ーマに、山手地区発 足 12 年 目を考え創造
する。新しく 導入された教 育システム を研究 しつつ、若手 指
導者育成も急務 。コロ ナ禍の活動基 準を遵守し 魅力ある活動
を早急に構築する 。運 営と教育が一 体となりよ り良い地区活
動を展開しよう。東京 連盟も法人 化 1 年を迎え るが加盟院減
少に歯止めがかか らず、運営 そのものを 見直 す時期。
この活動がより 良くなるよ うご協 力を 。
（地区委員長・松 本英夫）
（都連・地区の奉 仕依頼は次 頁）

作しました。なか なか対面で の訓練ができ な い状
態が続きましたが 、体験集会 で思う存分ス キ ルを
発揮してほしいで す。

１ 回目
５月 １日（土 曜日）１ 4 時～ 16 時
2 回目
６月 13 日 （日曜日）１ ０時～１２ 時
会 場
祐天寺境内・祐遊 広場（雨天 ・祐光殿）
久し振り の行事 となりま す。お 知り合 いへの お
声掛けや 、当日 のお手伝 いなど ご協力 をお願 い
いたします。活動 仲間を増や しましょう ！！

● 東京連 盟奉 仕行事
東京都障碍者スポ ーツ大会

● 山手地 区奉 仕
６月

５日

祐天寺みたま祭り

７月 １６ 日

東京マラソン

１０月１ ７日

隅田川花火大会

１０月 23 日

目黒区区民祭り

ユニセフハンドイ ンハンド

１２月 19 日

ローバー１００㎞ ハイク

明治神宮奉仕

１２月３ １日

ユニセフラブウォ ーク

～１月

１日

４月

３日

～１８日
９月 １９ 日
１１月 １３ 日
～１４日
渋谷区区民祭り

１１月

６日
～７日

1 月から続 いた緊急事 態宣言がよ うやく解除 されたことで、活 動再開に漕 ぎつけるこ とが できました。 再開
1 回目 は 3 月 28 日 （日）、祐遊広場を 会場に 実施しました。
ちょうど祐天寺境 内の桜も満 開を迎えて おり 、春を迎えたこと を感じます 。
昨年 12 月 に入団上進 式を行って 以来、最初 の対面での活動と なりました ので、当た り前 かもしれませんが
集合や整列もどこ かぎこちな い様子でし た。
今回の集 会では 、シン プル なゲー ムなど を中 心に体を 動かす ことを 大き な目的 にしま した 。簡単な 朝ゲー ム
を行った後は、スポーツチャ ンバラにチ ャレ ンジしました。 1 対 1 の対決で棒 を先に相手 の体のどこかに触 れ
た方が勝ちという 非常にシン プルなルー ルで はありましたが、 予想以上の 盛り上がり を見 せました。
続いては、祐遊広場を 出て祐天寺の 境内に移 動し、コン パスや歩測 を使ったポイ ントラリ ーを実施しました 。
与えられ た方角 と距離 をヒン トに 、次の 指示 書が置か れてい る場所 を探し 、組 ごとに ゴー ルを目指 しまし た。
あまり距離は気に せずに手当 たり次第に 周辺 を探していくスカ ウトが多か ったですが … (笑)
しかしな がら、 段々と 雲行 きが怪 しくな って いると思 ってい たら、 雨が 降り出 してし まい ました。 雨足が 弱
まる気配 もない ため、 残念な がら 予定の プロ グラムは すべて できず 途中で 打ち 切りと なっ てしまい ました 。次
回こそは最後まで 楽しみたい ところです 。
集会前に は、新 入団・ 上進 スカウ トは「 りす の道」課 程に取 り組み まし た。入 団上進 式か ら時間は 経って し
まいまし たが、 本格的 にカブ スカ ウトの 仲間 入りとな りまし た。ま た、今 回の 集会か らデ ンコーチ として ボー
イ隊スカウトがサ ポートに来 てくれまし た。 ありがとうござい ます！

団会議は 70 周年行事 以降、緊急事態
宣 言 発 出 に伴 い、対 面 を避 けオン ライン
で実 施 してきました。この度 体 験 集 会 の
企画などをを詰めるため 4 月 4 日に対面
での会議をおこないました。
育成会長 ・団委員 長・副団委 員長 ・父母
会長・各隊 隊長及 び指導 者の皆さんが久
し振りに顔を合せての会議 となりました。
体 験 集 会 の内 容 ・周 知 ・運 営 や今 後 の
各 隊 活 動 について検 討 をおこないまし
た。
ボ ーイスカウト目 黒１ 団 機 関 紙 ・ ら し んば ん
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