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久し ぶり のス キ ー訓 練、 今回は全団での行 事と し
て早い時期から計画を開始し会議を重ねてきまし
た。この結果参加者も スカウト１１名、保護者３名、
指導 者６ 名、 事務 局１ 名 の 計２１名で、ガーラ湯沢
を会 場に日帰りの訓練を行うこととなりました。
３月 ６日 （日 ） 早朝 、祐 天寺に集合し新幹 線に 乗
車す るため東京駅へ。
とこ ろが ！東 京 駅で 「ガ ーラ湯沢営業中止 」の 放
送！ ！ 他へ 移動 する か ど うか、先発した組と連絡
を取 りあ い、 現実 的に 「 無 理」との判断で残念なが
ら中 止と決定して引き返しました。
折角 時間 をか け て計 画し た訓練ですが自然 には ぁ
舞い ませんでした。 また来年行きたいですね。

元気 に出発したけれど・・・

発行： 目黒１ 団・団 委員 ⾧ 高 根 博 信
団本部 ：目黒 区中目 黒 5-24-53 祐 天寺内
http://www/.bs-meguro1.com/

ボーイ隊は 3 月 27 日（日）に祐遊広場で今年度 上進
したスカウトの初級取得に向けた最後の訓練を行いま
した。
救急法や工具の使い方などの使い方を、助っ 人のベ ン
チャースカウトからお手本を見せてもらったあとにス
カウト達自身で実 践しました。火起こしではマッチ 2 本
以内 で 火を おこ し 、500ml の水を沸 騰さ せ ると いう 決
まりの中で、着実に着火させるためのポイントを教わ
り、マッチ 1 本だけでお湯を沸かすには十分すぎる ほど
の火の勢いにする 事ができました。
最後に沸かしたお湯でお茶を飲み、2 月に実 施した オ
ーバーナイトハイクを例にしてハイキングの報告書の
書き方を覚えまし た。今回は対面で行う集会ならで はの
火起こしを行うことが出来ました。感染対策を考えつ
つ、今年の夏休み はキャンプが出来るような状況に なっ
ていることを願っ ています。
なお、後日初級面接を実施し、無事に初級取得 となり
ました。

こんなお知らせが

今回のスキー訓練の企画から準備まで取り仕
切ってくれた小林ボーイ隊長のメッセージで
す！！
この度、3 月 6 日(日)にスキー訓練を計画させて頂
きました。 目黒一 団でスキ ー訓練を実施する こと自体
が久しぶり であり、実施には様々な課題がありました。
まずは実施 時期で す。融雪 時期のスキーは、 雪が重く
なりケガの リスク があ。一 方でトップシーズ ンは他の
活動と被る 可能性 がありま した。そこで雪質 が比較的
良くて他の 活動と被らな い、3 月一週となりました。
なお前日に 下見を した際、 雪の緩みは少し感 じたもの
の、問題の 無い範 囲であっ たことから、時期 としては
良かったの ではないかと 思って おります。
次に実施場所です 。宿 泊を 伴わず、安価にス キーに
行ける場所 として 、今回ガ ーラ湯沢スキー場 を選定し
ました。東 京から も近く、 新幹線駅直結とい うメリッ
トが強かっ たからです。Suica も使える便利なスキー
場ですので 、是非プライ ベート でもご活用ください。
最後に事前の準備 です 。様 々なリーダーより ご支援
いただきま して、Web の保護 者説明会が開催できまし
た。また保 護者の 方とも密 に話が出来まして 、一緒に
集会を作れ たことが大変 良かっ たと感じております。
当日は残念ながら 強風 によ るスキー場がクロ ーズと
なってしま いまし たが、下 見を通じて様々な ことを学
ぶことがで きまし た。次回 は今回の結果を踏 まえ、開
催出来れば と思っており ます。
最後になりましたが、当 日クロ ーズ時の対応や、所々
アドバイス 頂きま した保護 者やリーダーの皆 様、誠に
ありかとう ございました ！

ベンチャースカ ウトとしての大きな活動の 1 つ で
ある他隊 奉仕の一 環とし て、３月２ ７日のボ ーイ隊
の隊集会 に上級班 長役と して奉仕参 加し、ボ ーイ隊
スカウトのサポー トをいたしました
●参加したベンチ ャースカウトから・・・
今回はボーイ隊の進級の手伝いをしました。1 回
目とは思 えないほ どスラ スラ進んで 自分がす ること
はほとんどありま せんでした。

等々 力渓谷
ハイキング

３月 ２０日（日） 等々 力渓谷か ら多摩 川河原・二子 玉川コースで ハイ
キングをおこないました。
等々力渓谷は 木道 や踏み 石 、細い 橋など楽しくハイ キングで きるも の
がいっぱいあ りまし た。 途 中の「 等々力不動」 お参 りして、 渓谷を 出て
しばらく歩い た「善 養蜜 寺 」とい うお寺へ。こ こに は石像が たくさ んあ
ります。スカ ウトた ちは 多 摩川の 精「たま坊」 ＝河 童に水を かけた り、
頭がよくなる？「稚児大師」の頭に触れたりしました。
ここから多摩 川の 河原に 出 ました 。河原には様々な 花がいっ ぱい、 花
摘みをしなが ら二子 玉を 目 指しま した。ちょう どお 昼時に二 子玉川 公園
に到着し、芝生の上でお昼ご飯にしました。
今回の目玉は 、「隊長手造 り！！の チー ズケー キ！ 」。食後のデザ ート
に美味しく頂 いたと ころ で プログ ラム終了。二 子玉 川駅から 祐天寺 に戻
りました。
早春の雰囲気 を味 わいな が らの楽 しいハイキングを おこなう ことが で
きました。

多摩川の河原

最後は二子玉川でランチ

ベンチャー隊では、スカウト 個人による活動が主体となります。隊全体としては、「隊会議」を定期的に実施す
ることで、それぞれの活 動の計画や、リーダー・スカウト間での情報共有などを図っています。今年度は、月 次で
の 定例 会議 を オン ライ ン で実 施す る こと にし て いま す 。オンラ イ ン会議は こ れか ら の社会 に 欠かせな い ツ ー ルに
なると思われますので、
「会議に参加する」こと自体もスカウトの 1 つの経験値として積み重ねていってもら うこ
とを期待しています。
３月 １７日の隊会議では、隊活動の進め方の説明や、団の合同集会の情報共有、進級の取り組みの進捗状況 の確
認などを行いました。また、隊の親睦を深めることや、活動の企画・計画のプロセスを学ぶことを目的に、隊キ ャ
ンプを実施することになりまし たので、それに向けた打ち合わせも実施しています。現在は指導者が会議を取りま
とめる形を取っていますが、ゆ くゆくはスカウト自身に主導してもらうことを考えています。
また 今後は、夏期行事に向けた準備が本格化することが見込まれます。内容が充実し、何よりも楽しい行事 とす
るために、スカウトが主体的に 動けるよう支援を続けてまいります。

第 18 回日本ジャ ンボ リー が東京 で開 催されま す。
大会テーマは
「100＋ｆ ～自分のｆを探せ～」
(自分の未来に 向かう f を見 つけ る : future friend family faith fun face fuji など）
創立 100 周年 記念大 会と して、100 年間の歴史を振り返り 、これからの 100 年を
築き上げる契 機と なるよう 、自分 の「ｆ」を探して未来に 向かっ ていくテーマ に設定
されました。
会場は東京 3 か所+サ テライ ト会場 5 か所（宮城、茨城、埼玉、神奈川 、熊本）を結
んで 8 月 5 日～10 日
まで 6 日間開催され ます 。
詳しくは ↓にア クセスし て見て下さい。
https://18nsj.scout.or.jp/
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