砥部第１団
「ワクワク自然体験あそび ～ボーイスカウト流

防災教室」体験会報告

令和４年 ３月２１日（月・祝）砥部町さかえ集会所にて
ボーイ スカ ウト で身に 着け た スキ ルは 、 災害 時にも 役立 つ知 識や技 能がた くさ んあ り
ます。 今回 は、 年長～ 小学 ３ 年生 を対 象 に体 験会を 開催 しま した。 スカウ ト自 身が 体験
者に以 下の よう な技能 を直 接 レク チャ ー して 楽しん でも らい ました 。
① マッチ で火 起し （ボー イス カ ウト によ る ）
：マッ チ棒 の持 ち方か ら丁 寧 に教 えて 、 自信 がつい た人 は、 メタル マッチ に挑 戦し て
もらい まし た。 河原にある 石 が火 打石 に なる ことな ども 学び ました 。
② ツイス トパ ン作 り（ボ ーイ ス カウ トに よ る）
：手 洗い、消毒 後、使 い捨て 手袋 を用 いて、小麦粉 から パン 生地を こね て 発酵 させ て、
消毒し てア ルミ ホイルを巻 い た竹 に生 地 を巻 き付け 、炭 火で焼 きま した。 コロ ナ感
染予防 のた め、 焼けたパン は お持 ち帰 り いた だきま した 。
③新聞 紙ス リッ パ（カ ブス カ ウト によ る ）
：新 聞紙 でス リッパ を作 る 方法 を教 え まし た。そ の後 、で きあが ったス リッ パで 、ガ
ラスに みた てた 卵の殻の上 を 歩い ても ら いま した。
③ 簡易担 架（ ロー バース カウ ト によ る）
：竹 ２本と 毛布 １枚 を 使って 担 架 を作 る方法 を実際 に作 って みて試 乗もし てみ まし た。
家にあ る洗 濯竿 を使っ て、 ト レー ナー な どで も担架 が作 れる ことを 学びま した 。
できう る限 りで はあり ます が 、感 染防 止 対策 を講じ てい れば 、お友 達と自 然の 中で
遊ぶこ とが でき ます。 コロ ナ 禍で すが ボ ーイ スカウ トは 、工 夫して 元気に 活動 を続 け
ていま す。 今回 の活動 が、 子 ども たち が 身近 な自然 との ふれ あいを 取り戻 す一 助に な
ればと 思い ます。ボー イスカ ウ ト に関 心のる 方 、ぜ ひ 体験 、見 学に き てみ て くだ さい ね。

砥部第 １団 のホームペ ージ に 月々 の活 動 日と 内容を お知 らせ してい ます。
麻生 児童館 ・砥 部 町文 化会 館 ・砥 部児童 館に も掲 示して います 。

