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１月号

ボーイスカウト新居浜第２団 広報委員会発行

あけましておめでとうございます
｢一年の計は元旦にあり｣ 一年間の計画は年頭の元旦にたて、物事は始めにしっかりとした計画をもって当
たれという意である。出典は、中国の古典や江戸中期の風来山人の書などに｢一日の計は朝にあり、一年の
計は元日にあり｣を古人の言葉として引用している。 [岩波ことわざ辞典より]
多くの人は、人生についてあまり考えずにいて、身に降りかかってきた出来事に、右往左往させられて｢自分
は振り回されてばかりいる｣と思っている。しかし、｢やりたいこと｣｢やってみたいこと｣を目標にして、計画をたてれば
目標達成への道筋を段階に分け、道筋を立てて実現できるようになる。計画は、厳密に作るべきではない。環
境やあなたに変化があったらば計画も変更されるものだ。あまり細かい計画は重要でない。計画を作ることその
ものが大切なのだ。
“計画を立てなければ、目標は夢のままで終わってしまう。”
リチャード・ﾃﾝﾌﾟラー著 「人生のルール」 より 立石育成会長
１月の行事予定

※詳しくは各隊の通信を確認ください（変更の場合もあります）。

＜ビーバー隊＞

＜カブ隊＞

はつもうで

１１日（土）

れんだこ

初詣

１２日（日） 連凧作り

に い は ま た こ あ げ たいかい

に い は ま たこ

１９日（日） 新居浜凧あげ大会
て

う

１９日（日） 新居浜凧あげ大会

たいけん

けんきゅうはっぴょうかいじゅんび

２６日（日） 手打ちうどん体験

２６日（日）

＜ボーイ隊＞
１２日（日） ＧＢ会議・ＧＢ］訓練
１８日（土）～１９日（日） ボーイ隊舎営

＜ベンチャー隊＞
５日（日） とうどまつりお手伝い（笹竹切り・骨組み）
１１日（土） とうどまつりお手伝い（組み立て）
１３日（月・祝） とうどまつり
１８日（土） 車椅子清掃ボランティア
後日連絡 愛媛県ベンチャー大会動画編集
《随時》 新居浜地区ベンチャー会議

（追跡ハイク＆スポーツ大会）

２５日（土） 車椅子清掃ボランティア
２６日（日） 研究発表会準備

研 究 発表会 準備

保護者の皆様へ・スカウト情報
◇◆◇ 台風１９号災害の義援金報告 ◇◆◇
皆様から集められた義援金は、令和元年１２月１０日、ボーイスカウト日本連盟に３４，６２９円送金させていた
だきました。日本連盟を通じて、被災地の皆様に届けられます。ご協力ありがとうございました。
◇◆◇ ２０１９年度後期育成会費納入について（再） ◇◆◇
２０１９年１０月～２０２０年３月分の育成会費のお振込みがまだの方はご確認をお願いいたします。
愛媛銀行・新居浜支店・普通・０９０９５３３ または 伊予銀行・新居浜支店・普通・３６７９３１４
どちらの銀行口座名義も 「ボーイスカウト新居浜第２団団委員長大塩日出夫」です。
振込時の摘要欄に、「スカウト氏名 １０-３(数字は育成会費の該当月)」と記載してください。
１ヶ月分１，８５０円ですので、半年分で１１，１００円となります。よろしくお願いいたします。
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各隊からの活動報告
ビーバー隊/宇都宮隊長
■１２月１日（日） 惣開公民館で上進式がありました。９人のビッグビーバー（２年生）がカブ隊へ上進し、さみ
しくなりましたが、３人の年長さんも前倒しで入隊式を行いました。その後、入隊予定のお友達も一緒に、みん
なでパンケーキを作り、野営行事の皆さんが作ってくださったカレーライスの昼食の後に、ビーバー隊はもち
ろん、ローバー隊まで、上進式に集まった団の全員に食べてもらいました。新ビーバー隊のみんな、１年間、楽
しく元気に遊ぼうね！
■１２月１４日（土） 若宮学習館で、１月のたこあげ大会に向けて、凧作りをしました。ビーバーちゃんたちはキ
ャラクターの絵や、自分で考えてきた絵を描き、絵の具やマジックで色を塗りました。初めて絵の具に挑戦し
たお友達もいて、みんな、真剣に取り組んでいました。凧の組み立ては２１日のクリスマス会で行います。どん
な感じになるのか楽しみですね♪凧揚げ大会の日がいい天気になりますように！！

カブ隊/石川隊長
■１２月１日(日) 惣開公民館で上進式でした。隊のメンバーが入れ替わる節目の日です。天候にも恵まれ、屋
外で行うことができました。地面に置いたロープを飛び越え、いざ上進！７人のくまスカウトを涙で見送り、ビ
ーバー隊からの９人と新入隊１人の合計１０人のりすスカウトを迎え入れ、今期カブ隊は２０人、４組体制となり
ました。４年間隊長を務められた石川さんに代わり伊藤はるか隊長のもと心機一転、スタートします。昼食には
野営行事委員の皆さんが作ってくださったカレーとビーバー隊で作ってくださったパンケーキを、ありがたく
おいしくいただきました。上進後、りすスカウトは、「りすの道」集会で、カブ隊のことを学びました。これからい
ろんな楽しい活動が待っていますよ。一緒に成長していきましょうね。
■１２月１５日(日) 新居浜公民館で、りすさんいらっしゃい＆Xmas 集会でした。まず、りすさんたちの入隊式で
す。緊張した面持ちの中、それぞれ「やくそく」をちゃんと言うことができ、隊長からチーフをかけてもらい、め
でたくうさぎスカウトとなりました。お楽しみのおやつタイムでは、組ごとにテーブルに分かれ、ぎょうざの皮
のお菓子を自分たちで作りました。チーズやソーセージやケチャップをおもいおもいにはさんで巻いたもの
を、保護者がどんどん揚げていき、アツアツをいただきました。来月の凧揚げ大会に出す、連凧の図案も考え
ました。いろんな意見が出て、組長さんはまとめるのが大変でしたね。外に出て、今日のゲームは「ハム取り」
でした。うさぎスカウトは初めてなので難しかったかな？足の速さで逃げ切るスカウト、頭脳プレイでなんな
く取り去ったりするくまスカウト、頭と体を駆使して、盛り上がりました。今日も多くの保護者の方々にお手伝
いいただき、無事終えることができました。どうもありがとうございました。

ボーイ隊/横井隆太隊長
■１１月３０日（土） ボーイ隊ハイキング（新居浜市内）を行いました。今回はスカウトたちが１０㎞コースを考え
て、自分達だけでハイキングを行いました。大人があまり介入しない子供たちだけの時間に、班員同士の絆
が深まったようです。
■１２月１日（日） 上進式（惣開公民館）ちかい式（白山神社）を行いました。新しい班員たちを、新しい班体制
でお迎えしました。上進式後班名の決定、班旗の作成をしました。かがり火の下ちかいを唱える姿に、これから
の活動が楽しみになりました。
■１２月１４日（土） 各班合同班集会（新居浜公民館）を行いました。翌日の遊具づくりに向けて、新入隊員も一
緒にロープの結び方や遊具の全体像を確認しました。
■１２月１５日（日） ウエルカムパーティー・遊具作りを行いました。モンキーブリッジを作成しました。班長の指
導のもと班員が一丸となって作成しました。入ってきたばかりの新入隊員を 1 つ上の学年のスカウトがアシス
トをしながら、決められた時間の中で取り組みました。出来上がった遊具は、子供たちを楽しませていました。
新入隊員たちの面倒を見ているスカウトたちが今までになく頼もしく思えたのが、本当に良かったです。

ベンチャー隊/仲村元氣隊長
■１２月１日（日）

白山神社にてちかいの再任式を行いました。
（参加者：真野さん、塩崎くん、高田くん、渡部くん）
■１２月７日（土） 新居浜公民館にて愛媛県ベンチャー大会動画編集部門）を行いました。
（参加者：真野さん、三木くん、塩崎くん、高田くん、渡部くん）
■１２月１４日（土） 仲村宅にてクリスマス会を行いました。（参加者：塩崎くん、高田くん、渡部くん）

- 2 -

投稿欄

上進式・ちかい式

感想

【ビーバー隊 → カブ隊】
みんなでロープを飛んで、カブの仲間になりました。小さい子をいたわれるカブになります。カレーが美味し
かったです。（伊藤じゅり）
カブ隊の約束を前に出て言う時は、緊張して恥ずかしかったけど、きちんと言えてよかったです。これからカ
ブ隊がんばります。（丸岡そうま）
ビーバーからカブに上進してうれしいです。りすの道の話が難しかったです。（渡辺たいが）
カブ隊のちかいをきちんと言えて良かったです。これからカブの活動を楽しみたいです。（甲木しょう）
みんなと一緒にカブになれてうれしいです。カブのこともっといっぱい知りたいです。（土居ゆうすけ）
カブでみんなと一緒に楽しくがんばります。はじめてのリスの道のお話、カレーとホットケーキおいしかったで
す。（阿部りゅうた）
カブ隊活動楽しみです！友達と仲良くしたいです！カレーライス🍛美味しかったです。（永易あきと）
【カブ隊 → ボーイ隊】
とうとう、ボーイになる日がきました。みんなでロープを飛んだ時は、嬉しかったです。ちかい式では真っ暗
な中で、松明が燃えていて幻想的な雰囲気にドキドキも大きくなりました。仲間とこれからも頑張りたいです。
（伊藤ひなた）
本格的なちかい式はとても緊張したけど無事最後までやり遂げられてよかったです。３つのちかいを守り立
派なボーイになります。（伊藤たいが）
上進式はボーイスカウト隊になった意識が高まって、よし、これからも頑張るぞ、という気持ちになりました。
ちかい式では、初めて行った神社で暗くて少しこわかったけど、ちかいをたてて、しっかりやろう、と思ってい
たらこわい気持ちがふっとんでいきました。（宇都宮かずと）
上進式は、もうボーイになってしまうんだなぁ。と思いながら、ロープを飛び越えました。ちかい式では、凄く
緊張したけど、間違えずに言えたので良かったです。これからも頑張っていきたいです。（甲木ごう）
当日は、真っ暗な中での誓い式だったので、とても緊張しました。誓いを立てるときに、ずっと失敗したらどう
しようと思いました。でも誓いを立て終わった後は、もうボーイスカウトにあがっているんだなぁと感じまし
た。これから、ボーイスカウトとして頑張ります。（松本そうま）
上進式ではロープを越えてボーイになれて嬉しかったです。ちかい式では真っ暗な中で緊張したけど、間違
えずに誓いをたてて、これからボーイでがんばろうという意識が高まりました。他の習い事との両立が難し
いけど、これからも工夫してがんばりたいです。（宮崎ひかる）
誓い式、緊張しました。ボーイスカウト活動は、自分達で考えてやれるから、面白そうです。キャンプが楽しみ
です。（永易まさと）
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スカウトクラブ

★

新規メンバーご紹介 ★ 住友化学愛媛社友会より２名様
◇◆◇ 土野 純子
◇◆◇ 中田 容子

清掃スケジュール

★

さま ◇◆◇
さま ◇◆◇

※参加できない場合は、野営装備委員長（高田：36-3285）までご連絡ください。

【今回】 １月５日(日) ９：００～１１：００ スカウトハウスの掃除(カギはポストの中です。)
責任者：宮崎

BVS:丸岡

CS:松本・永井・甲木伊藤大

BS:渡部・仙波・鈴木

VS:高橋

【次回】 ２月２日(日) ９：００～１１：００ スカウトハウスの掃除(カギはポストの中です。)
責任者：石原

BVS:阿部

CS:宇都宮・山本・濱本

BS:塩崎・和田

清掃スケジュール

VS:三木
(敬称略)

【服装＆持ち物】 エプロン・軍手・帽子・マスク・水筒・タオルなど

会議予定
団会議

１月８日(水)

19:30～21:30

惣開公民館

地区委員会

１月１５日(水)

19：30～21：30

惣開公民館

団委員会

１月２１日(火)

19：30～21：30

惣開公民館

広報委員会

１月２５日(土)

19：30～21：30

協働オフィス

カブラリー実行委員会

１月２２日（水）

19：30～21：30

長津公民館

「
上
進
式
」

十
二
月
一
日
（
日
惣 ）
開
公
民
館
に
て

この２団ニュースは、
新居浜市まちづくり協働
オフィスのホームページで
カラーでご覧いただけます。

左記ＱＲコードを読み取り、
新居浜市まちづくり協働オフィスのニュース一覧ページから、
「ボーイスカウト新居浜第２団ニュース」を検索し、
ｐｄｆファイルを読み込んでください。

●掲載記事につきましてご意見・ご要望がありましたら、ＢＳniihama2@gmail.com までご連絡ください●

- 4 -

