
 

 

発行日 令和２年１２月 吉日 

第４４号 

令和２年総まとめ 

ご家族向け広報誌
  か ぞ く む   こ う ほ う し

 

            団委員長 小沼國幹 

 

 令和２年の始まりは最悪の出発でし

た。新型コロナウイルスの感染拡大に

よるスカウト活動自粛の要請に対し、

指導者一同頭を痛めました。当団にお

いても４月５月は活動中止とし、「おう

ちスカウティング」を指導者とともに始

めました。でもスカウト達はしっかり自分で学び、隊長から指示された課題

を楽しくやっていた姿は、嬉しいの一言です。 

 ６月から徐々に活動を再開しましたが、３密を避け、集会回数も減らし活

動を始めましたが、活動再開の集会では出席率１００％でスカウト達は仲

間と再会を喜んでおりました。今でも出席率は９０％を超えております。 

スカウト達が楽しみにしていた那須野営場でも夏季キャンプも３密というこ

とで中止、田植え・稲刈り・餅つきも中止、ユニセフ募金も中止、総会（兼

保護者説明会）も中止となりましたが、新しい仲間も増え、見学希望者も

増え毎週の集会ではスカウト達の大きな笑い声が一杯です。 

 コロナ状況は直ぐには改善されませんが、感染予防対策には十分注意

をし、スカウト達が集会を楽しみに集まって隊の仲間と会う事やゲームな

どを通じて元気に楽しく活動しストレスの発散ができることが理想です。保

護者の皆様におかれましたは現状をご理解いただき、一層のご協力をお

願いいたします。 

目次: 

●令和２年総まとめ １ 

●新しい仲間を紹介します ２ 

●おうちスカウティング① 

●入隊・上進式 
３ 

●おうちスカウティング② ４ 

●楽しい集会 

●令和２年振り返り～カブ～ 
５ 

●スカウトフェスティバル ６ 

●富士スカウト章 

●表彰 
７ 



 

 

Page 2 

新しい仲間を紹介します ～ビーバー隊・ひよこ隊～ 

おかだ みね 

 わたしは、タスキがいっぱいになるぐらい

チャレンジしょうをがんばりたいです。 

 太田5団にはすごいお兄さんや、お姉さん

がたくさんいるのでその方たちをめざしてス

カウトかつどうをがんばりたいです。 

 そのために多くのしゅうかいに出て、たくさ

んまなんで、わたしもビーバーさんたちのお

手本になれるように、がんばりたいと思いま

す。 

岩佐 夏希 

 私は、三年生の春からボーイスカウトに入り

ました。青い制服がとてもかっこいいと思いま

す。 

 夏の那須でのキャンプを楽しみにしていま

したが、コロナで中止になってしまったので、

とてもざんねんです。 

 カブスカウトでまた、ハイキングやキャンプ

ができるようになればいいです。キャンプで

は魚つりができればいいです。 

新しい仲間を紹介します ～カブ隊～ 

５団タイムス 

谷口 皓軌
たにぐち  こうき

 高橋 和誠
たかはし  かずま

 

竹川 純平 

 ぼくは、今年度上進した竹川純平です。 

 やっとカブ隊に上進したのに、「新型コロナ

ウイルス」の流行により活動のしゅく小。楽し

みにしていた活動がむずかしいですが、ぼく

は、１～14の手ばたをおぼえたので、50音も

ちょうせんしたいと思っています。 

 みんなに会える時間も大切にしたいと思い

ます。 

菊池 陽葵 

 わたしは、これからみんなと、楽しくがんば

りたいと思っています。 

 その理由は、みんなのやくにたちたいから

です。みんなのやくにたつと、うれしいからで

す。 

銀鏡  柊 

 あたらしくカブたいに入りました。銀鏡 柊で

す。 

 カブたいでがんばりたいことはいろいろあり

ますが、その中でとくにがんばりたいことは

チャレンジ章です。なぜなら新しいことにちょ

うせんできるからです。よろしくお願いしま

す。 

ついひじ そうた 

 ぼくは、南小学校三年一組のついひじそう

たです。カブたいでやりたいことは、魚つりを

したいです。 

なぜならたくさんの魚をつりたいからです。こ

んどのカブたいで魚つりをして、みんなでた

のしみたいです。できれば食べられる魚がい

いです。 

太田小２年 谷口 こうき 

 １２月から入たいしました。やりたいことは、

みんなで、楽しくあそびたいだけです。家は、

ケーキやさんで、おかしとか、うっています。 

すきなことは、何かを作ることです。文が

ちょっととくいです。 

これからもなかよくしてください。 

新入スカウト 須永 琥太郎 

  鹿山 隼介 
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第４４号 

おうちスカウティング① ～ビーバー隊・ひよこ隊～ 

入隊・上進式 ～2020年4月12日～ 

団委員長 小沼國幹 

 コロナ禍の中、日本連盟・群馬県連盟から活動自粛の要請がある中、指

導者各位と検討した結果、スカウト活動への入隊及び上進式をしないと一

年がスカウト活動が始まらないと決定し、４月１２日（日）まつかぜ野営場で

実施しました。 

指導者・保護者の心配をよそに、大きな声で元気よく「一生懸命頑張りま

す」と隊旗に保護者にそして自分自身に誓った姿を見て、「この元気を大切

にしなくては」と我々指導者も新たに誓ったところです。 

 しかし、残念ながら以後の集会は５月末まで活動自粛となりました。 

田村 友梨（たむら ゆうり） ビーバー隊 

 わたしは、お家スカウティングでうどん作り

をしました。作り方は、おばあちゃんが教えて

くれました。コツは、足でたくさんふんでこしを

出すことです。コロナは、友だちに会えなくて

さびしいけれど、家ぞくの大切さを学びまし

た。 

銀鏡 建 （しろみ たける） ビーバー隊 

 11月3日にトロッコれっ車にのってあしおに

いきました。 

まちをあるいて、ひるごはんをたべたら、あし

おどう山かんこうをしました。ボタンをおすと

むかしのどうざんのことがきけました。せいれ

んこうじょうのしくみのせつめいもおもしろかっ

たです。かえりのでん車でまどからしかのむ

れがみえました。おしりがふさふさでちょっと

かわいかったです。 

津久井 信崇 （つくい のぶたか）  

ひよこ隊 

 お家スカウティングでは、家の回りで虫とり

やザリガニ釣りをして遊びました。いろいろな

チョウをつかまえてうれしかったです。 

集会では、ビーバーゲーム大会の「ね、ね、

ね、ねずみーーーっ‼」のゲームが楽しくて

もっとずっとやっていたかったです。 

たむら じん ひよこ隊 

 ぼくは、コロナでおでかけできないときに、

まいにちおさんぽにいきました。モンシロチョ

ウがたくさんとんでいたので、あるきながらモ

ンシロチョウをつかまえるモンシロGO‼とい

うゲームをかんがえました。とても楽しかった

です。 
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５団タイムス 

おうちスカウティング② ～ビーバー隊・ひよこ隊～ 

西 海成（にしかいせい）ビーバー隊 

 いかのかい体をしました。 

いかのどうと足のつけねはつるつるして

いたので、ひきぬくのがたいへんでし

た。ワタについているスミぶくろをうっか

り切ってしまって、シャツにスミがついて

しまいました。ぼくはもう、いかのかい体

はかんぺきです。スミぶくろを切らない

ように、みなさん気をつけてください。 

木ぐれ ともき  ビーバー隊 

 今年はコロナウイルスがあったため、いつもどおりのスカ

ウトに活どうできませんでした。家でのスカウト活どうで思

い出にのこったものは、家のにわでテントをはってとまった

ことです。テントをはる時に、ペグをハンマーでたたいてく

のが大へんでした。 

外で食べるごはんがおいしかったです。コロナウイルスが

なくなってほしいので、かんせんしないように気をつけた

いと思います。 

橋本 健流（はしもと たける）ひよこ隊 

 自粛期間は毎日おうち遊びが始まり、小麦

粉をこねて踏んで叩いて伸ばしてうどんを

作って茹でて食べたり、ピザやパンを作った

りしました。 

中でも特に好きだった体験は、古新聞でテン

トを作った事です。 

僕1人が入るのがやっとの大きさだったけど

それはまるで秘密基地みたいで、その中で本

を読んだりおやつを食べたりして最高に楽し

かったです。  

たかはし はやと  ビーバー隊 

 今年は春からコロナウイルスがは

やっていて、学校も休みになって家

にいるじかんが多くなりました。ぼく

ははじめてうどん作りにチャレンジし

ました。水とこむぎことシオをまぜた

後、足でふみました。自分で作った

うどんはおいしかったです。 

行けない場所があったり、人に会え

なかったり、がまんすることが多い

けど、ぼくができることをがんばりま

す。 

てあらいうがいをしっかりします。 

たかはし かずま  ひよこ隊 

 おうちのだいどころでクッキーをつ

くったのがたのしかった。 

はじめてつくったよ。いろいろなかた

ちがあって、カタをはめるのがむずか

しかったけど、たべたらすっごくおいし

かった。またつくりたい。 

あとは、おとうさんとおにいちゃんとか

なやまにいっておべんとうをたべたり

していっぱいあそんだよ。 

  竹川 あきひら ひよこ隊 

 ぼくの、おうちスカウティングで楽しかったランキングを発表します。

第5位 魚つり 第4位 金山さんぽ 第3位 スラックライン 第2位 川歩き 

かがやく第1位は 石さがし でした!! 

 次に集会のミニゲームランキングの発表です。第5位 おててペッチ

ンゲーム？ 第4位 トランプ 第3位 わりばしゴム鉄砲 第2位 ねことね

ずみ そして第1位は 水でっぽう です。 コロナで色々ガマンもあるけ

ど、暑さにも寒さにも、どんなものにも負けないで、元気にたくさん遊

ぶぞー！ 



 

 

楽しい集会 ～ビーバー隊・ひよこ隊～ 
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第４４号 

平田 悠馬（ひらた ゆうま） ひよこ隊 

 ことしのかつどうでたのしかったのは、デイ

キャンプでたてたことです。 

テントのなかで、みんなでおりがみをたくさん

おりました。 

たのしかったです。 

平田 晃大（ひらた あきひろ）ビーバー隊 

 ことしのしゅうかいでたのしかったのは、デイ

キャンプです。 

まずはじめに、テントをはりました。いろいろむ

ずかしかったです。 

 つぎに、テントをはり終ったので、中でおりが

みをしたり外であそんだりしました。テントの中

でおったのは、かみひこうきです。 

 外であそんだのは、おにごっことぼうしとりで

す。さいごにテントのかたづけをしました。その

あとみんなで昼ごはんを食べました。 

友だちみんなでたべたから、おいしかったで

す。 

小いけ みらい  ビーバー隊 

あかちゃんのころから、わたしはボーイスカウ

トにきていました。むかしのわたしはよくおぼ

えていませんでした。 

一年せいになったので、ビーバーになりまし

た。ビーバーになって一ばんたのしかったこと

は、こうさくです。こうさくで一ばんたのしかっ

たことは、おさらにえをかいて、そとでみず

でっぽうしたことです。 

これからもよろしくおねがいします。 

田中 翔（たなか しょう）  ビーバー隊 

楽しかったことは割り箸鉄砲を作ったことで

す。理由はまとに当てるのが楽しいし、帰った

らお父さんとジャンケンして負けたら尻に鉄

砲で輪ゴムを当てちゃうからです。 

来年はもっと遊びたいです。 

やなぎさわ かずひさ ビーバー隊 

 ぼくが、一ばん楽しかったしゅう会は、11月の子

どもの国に行った、ボーイスカウトフィスティバル

です。お兄さんたちが作った、手ばたしんごうの

木のたてものにのぼったのが楽しかったです。

けっこう高くて少しおどろきました。のぼっている

ところがテレビにうつって、うれしかったです。い

い思い出になりました。 

令和２年を振り返って ～カブ隊～ 
カブ隊隊長 小林 俊夫 

 コロナ禍の中、今年度よりカブ隊を受け継いで１年が過ぎようとしていま

す。今年は新型コロナウィルスの影響により、大幅な活動自粛となってしま

い各家庭でのスカウティング、集会日程や時間の短縮を余儀なくされ、思

うような活動が出来ない状況となってしまいました。 

 限られた時間の中で、「ボーイスカウトでしか出来ない体験」をさせたいと

の思いから、「手旗体験」を集会で行いました。またデイキャンプでは「テン

ト張り体験」「火起こし体験」を行いました。理想的な活動とはまだ遠いです

が“ボーイスカウトらしい活動”が出来たと思っております。 

 今年度の活動も残り４ヶ月となります。年明けからは、くまスカウトの「月

の輪プログラム」も始まります。コロナ禍の収束はまだまだ先ですが、年度

末までの活動を精力的にしていきたいと思います。 

小いけ みらい  ビーバー隊 

 あかちゃんのころから、わたしはボーイスカ

ウトにきていました。むかしのわたしはよくお

ぼえていませんでした。 

 一年せいになったので、ビーバーになりまし

た。ビーバーになって一ばんたのしかったこと

は、こうさくです。こうさくで一ばんたのしかっ

たことは、おさらにえをかいて、そとでみず

でっぽうしたことです。 

これからもよろしくおねがいします。 
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５団タイムス 

スカウトフェスティバル ～2020年11月8日～ 

 11月8日ぐんまこどもの国でボーイスカウト群馬県連盟主催ボーイスカウトフェスティバル「金山の森にみんな集まれ」が開催されました。今回

はボーイスカウトの理解を深めてもらうため一般の子供達６０数名が県内各団のスカウトたちと魚釣りゲーム、ボードゲーム、ネッカチーフつく

り、ロケット飛ばしゲーム等に挑戦しました。 

 太田第5団もビーバーからローバーまで５０数名が参加しました。今年は、新型コロナの影響で、様々な活動が制限さましたが、秋晴れの１日

大いに楽しめたと思います。 

 また、開会式に出席いただいた太田第5団出身の秋山県会議員と太田第5団のスカウト及び太田6団のボーイ隊でステージの上で記念写真

を撮りました。 

スカウトフェスティバルの今後の展望 

ローバースカウト 齋藤 桃子 

 今年も「こどもの国」で開催されたスカウトフェスティバルに、初めて運営側で参加しました。運

営の中心は群馬県のローバースカウト、２０代の指導者でした。今回のイベントで印象的だった

のは、同じ県のスカウトでも初対面の方が多かったことです。この大会を通して、他の団と関わる

ことが必要だと感じました。スカウトの皆さんは、今のうちからいろいろな地区に友達を作っておく

と良いと思います。そうすれば活動の幅も広がって、壮大なスカウト活動ができるのではないで

しょうか。 

 当日受付をしていたところ、英語で自己紹介してくれる団、きちんと順番を守れる団、５団のカ

ブさんたちは一列に並んで挨拶してくれました。この様子を見て、一般の方がボーイスカウトに

興味を持ってくださったので、嬉しくなりました。 

 今回はたくさんの参加ありがとうございました。これからも、制服を着ていなくても『ちかいとおき

て』を忘れず、自分と社会を潤していける人になれるように一緒に頑張りましょう！ 



 

 

そなえよつねに  ～BE PREPARED～ 

ボーイスカウト太田第５団 

編集後記： 

 令和２年総まとめ号、皆さま、寄稿ありがとうございました。 

コロナ禍で活動が制限された今年。スカウトが在宅でも活動できる

取り組み『おうちスカウティング』が各ご家庭でも実施され、新しい活

動ができました。 

 一方で、友情を育む団での活動はかけがえのないものだと思いま

すので、子供たちの今を大切に、活動再開を切に願います。 

 今回のタイムスはカブ隊保護者の銀鏡さん、原島さんがお手伝い

をしてくださり、団委員長はじめ山家隊長、小林隊長、リーダーの小

池さんにも取りまとめ、写真の選定などにご協力いただきました。あ

りがとうございました！ 

次回の発行もお楽しみに！                    田中 

 富士スカウト進級 令和２年４月２６日（ＮＯ４００９） 

                  ベンチャースカウト 一ノ瀬 愛美 
 

＊太田第５団においては、昭和６２年最初の富士スカウトが誕生してから、今回９人目

の富士スカウトであります。（内 女子スカウト２名） 

富士スカウト章 

ベンチャースカウト 一ノ瀬 愛美 

 この度「太田市青少年顕彰」という身に余る大きな賞を頂くことが出来まして感激し

ております。普段とおりの生活をしている中、私のボーイスカウト活動が地域社会に著

しく貢献した事実が認められたそうで、太田市青少年健全育成大会席上太田市長か

ら伝達予定でしたが、コロナ禍の影響で開催中止となったので、去る１０月２５日太田

市連合会長から表彰状・記念品の伝達を受けました。 

 今後もこの賞に恥じることなく、ボーイスカウト活動を通して地域社会に貢献する覚

悟ですので、今後ともよろしくお願いします。 

太田市青少年顕彰受賞  
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まつかぜ野営場に可愛い仲間が参加。 

製作者はカブスカウト「中島美咲紀」ちゃんです。 

集会で集めた「小枝」を上手く使って、ご覧の「５団のどんぐり」と

いう案内板を完成させ、去る１１月１日（日）に自分自身で穴を掘

り設置いたしました。 

可愛い仲間 


