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１１月２２日　隊集会　
サバサンドを作って食べるよ！
ビーバー隊 
隊長 保科潔
ビーバー隊は野毛町公園デイキャンプ場でトルコ名物
のサバサンドを作って食べました。１月に４団ビーバ
ー隊とドッチボール対決をしますので、先ず練習をし
ました。その後デイキャンプ場で火起こしのやり方を
教わり、割り箸に刺したウインナーをあぶって食べま
した。塩サバを胡椒少々とオリーブオイルをひいた、
フライパンでムニエルにしてパンに挟みサラシタ玉ね
ぎとレモン汁をかけたら、サバサンドの完成です。ス
カウトに大人気で熱いスープと相性抜群です！飯ごう
で炊いたご飯とスープでお腹いっぱいになるスカウト
も楽しくて美味しい半日でした。

ビーバー隊



１１月８日　隊集会 工作＆ゲーム
ビーバー隊 
隊長 保科潔
　  ビーバー隊は、雨の為、奥沢地区会館会議室でビー
ズ工作と新聞紙を使ったゲームをしました。本来は小
さい秋を見つけに烏山川緑道ハイキングをする予定で
したが、残念です！活動時間もお昼までに成りました。
> ビーズで人形を作りスカウト皆で未来の街を画用紙
に書いた後、一人一人にビーズ人形を使って物語を作
ってもらいました。新聞紙を使ったゲームでは、サメ
の海を往復してもらいました。屋内活動でしたが、プ
ログラムをやりきりました。副長のガンバリに感謝し
ます。



１０月２５日　隊集会 工作 飛行機を作ろう！
ビーバー隊 
隊長 保科潔
　   ビーバー隊は、奥沢地区会館会議室でゴム動力飛
行機を作りました。今回はキット品を使ってみました。
対象年齢は小学生２年生からになっていましたが、初
めてキット品を作るスカウトには少しシンドイかも、
図面を見ながら副長の協力で形になっていきます。初
飛行は、猫じゃらし公園で行いましたが、あいにくの
強風で墜落する飛行機がでました。気持ちを切り替え
て皆で大縄飛びをしました。次回は手作り感の有るグ
ライダーを作りたいです。



10月４日　雨プロ
ＣＳ隊副長　三園真也
　 室内プログラムは歌、ロープ、ガブブック履修と急
遽腕相撲大会を開催。この腕相撲大会が思いの外盛り
上がりました。まず、うさぎ、しか、くまの階級別チ
ャンピオンを決める試合。結果は全階級で2組のメン
バーが優勝。
　次は組対抗でやったのですが、やはり各階級のチャ
ンピオンを擁する2組が優勝候補でしたが、決勝戦で
は4組の検討もあり熱戦となり、最後はくま階級チャ
ンピオンの中澤君が圧勝し終了。
　下準備をして練りに練った企画ではなく、こんな思
いつきの企画がこんなに盛り上がるとは皮肉なもんで
す。笑

1組　しか　佐藤陽仁
　今日は、尾山台小学校でゲームをやりました。歌、ロ
ープ、腕相撲と三種目でした。腕相撲は最初に負けてし
まい残念でした。でも、ロープも出来るようになり、
歌も歌えたのでよかったです。楽しかったです。

1１月１５日　いかだづくり＆レース
ＣＳ隊副長　河西淳
　今年は午前中にいかだを作り、そのまま午後に次太
夫堀公園に移動してレースを行うことになったのです
が、前日からあいにくの雨。「雨は午後には上がる」と
いう天気予報に望みを託して、９時から尾山台小学校・
ランチルームでの「割り箸いかだ」作りが始まりまし
た。
　材料は割り箸７膳と輪ゴム１４本。形は自由、割っ
ても切っても良し、ただし材料は全て使い切ること。
これが割り箸いかだのレギュレーションです。出来上
がったいかだは廊下に並べられ、リーダー達によるデ
ザイン審査が行われます。①カッコいいか ②速そう
か ③オリジナリティがあるか、この３点で審査が行
われます。

カブ隊

2組　しか　太田千皓
　今日は、本当は大山登山の予定でしたが、雨がふり、
尾山台小のランチルームでやることになりました。ロ
ープはむずかしかったけど、全部見ないで出来たので
良かったです。カブブックは全部サインをもらわない
とくまへ上がれないときいたのでがんばってできるだ
けサインをもらいましたが、あと1、2このこっている
のでそれを早く終わらせたいです。うでずもう大会で
は、しかのチャンピオンになれてうれしかったです。
組と組が戦うのでは2組にチャンピオン全員がいたの
で、1組対2組では、うさぎチャンピオンのかわた君が
全員をいっきにたおしてあっ勝でした。そのあとのけ
っしょうも勝てて、とても楽しかったです。



１組　DL　本間 千香　
　今年は1日でいかだ制作＆いかだレースを開催‼︎
子ども達にとっては 自分で作ったいかだをすぐに試せ
るとゆうことで 朝から盛り上がったと思います。私は
息子が登校日だったため 午後からの参加で 前もって 
河西副長から作りからを教えてもらい 親子で前日に制
作した物を持って 尾山台駅からの合流でした。午前中
は雨模様 午後からのお天気が心配でしたがここは5団
の隊長！流石です。晴れるのでいきましょうと…。二子
のバスの中から青空がみえてきて 下車すると暑いぐら
いでした。私はヒートテックまで きて 寒さ対策をして
いたのですが 暑くて 脱ぎたいぐらいでしたね！
まず 組ごとにカブ弁を食べ 少し遊んでからレースが
スタートしました。
初めに組ごとに1位～5位までを決めて その順位ごと
のレースに挑みました。このレースはデザイン賞もあ
りますがデザイン重視にすると 速さがイマイチだった
りと とても面白い結果が毎年競われます。毎年クマに

なると2年レースに挑んでいるので どんなデザインで
速いいかだが良いのかとデータを持っているのです。
私は2年目のレースですが昨年は夏季舎営でのレー
ス！今年は初めて行く 治太夫彫公園で世田谷区にこん
な素敵なところがあるなんて 又々発見でした。カブと
して 一緒に参加していて これが楽しみの一つでも あ
ります。
帰りはこれまた ハイクで多摩川沿いを歩いて帰ってく
るのですが 多摩川沿いとゆっても 途中 道ではないよ
うな道で草をかけ分けて 道を作っていくような所もあ
り 子どもの頃にこんな遊びばかりしていたな～なんて
懐かしく思いながら歩いて帰ってきました。
都会にいながら 大勢の大人達の監視のもとでいろんな
ことを学ばされてもらっている子ども達は幸せだな～

　実は割り箸を束ねて輪ゴムでグルグル巻きにした薪
の束のようなのが一番速いんです。でもそれだとみん
な同じような味も素っ気も無い「薪の束レース」にな
ってしまうため、デザイン審査が行われます。デザイ
ンでの得点とレースでの得点はほぼ半々なので、デザ
インをおろそかにしては総合優勝は望めません。前哨
戦であるデザイン審査を制したのは２組。ちなみに個
人別で最高得点を取ったのは４組の畑崎君でした。  
　レース会場の次太夫堀公園に向かう時には、雨は上
がっていました。公園についてすぐにカブ弁を食べ、
１３時からいよいよいかだレースが始まりました。
　まずは組ごとに予選です。各組の中で１位から５位
までを決め、本戦の第１レースは各組の５位同士で戦
います。  
　同じように第２レースは４位同士、第３レースは３
位同士と戦っていきます。各レース、１着は５点、２
着は３点、３着は２点、４着は１点と得点がつきます。
つまり、たとえ組の中では５位や４位であっても、本
戦で勝てば高得点が貰える仕組みです。なので各組と
の第１レースからすさまじい応援合戦、抜きつ抜かれ
つのいかだの横を大声で声援を送りながら走って行き
ます。第４レースまでは全組が２点差の中でひしめき
合う混戦でした。第５レースはデンリーダー対決、こ
こで１組の本間ＤＬが１着となり、１組が１位に浮上、
１点差で４組、４点差で２組と３組が追うデッドヒー
トとなりました。最終の第６レースは各組の１位同士
の対戦。ここでは得点が倍付けになるので、どの組に
も優勝の可能性があります。レース序盤からトップを
走っていたいかだがゴール直前で川底に引っかかると
いう大どんでん返しが起こり、悲鳴、怒号と化した声
援の中、最終レースを制したのは４組の阿部哲号。そ
の結果、４組がレースでのトップを取りました。総合
優勝も４組。デザイン審査では３位だったのですが、
レースでの強さで挽回した勝利でした。
　帰りは野川沿いをカワセミを探しながら歩き、多摩
川の河原では石切りを楽しみ、一面枯れた葦原に覆い
つくされた道なき道をくっつき虫だらけになりながら
突っ切り、 １６：３０に二子玉川に到着。
　朝から密度の濃い１日でした。



１１月７日〜８日　
オーバーナイトハイク

保科玄樹
　 1月7から8日にかけて50kmONHに参加しました。
「1964年の東京オリンピックの遺産を巡る」という
事で、駒沢オリンピック公園から出発して、座標で求
めた代々木公園を目指しました。次に日本武道館に行き
ました。代々木公園を経由して、マラソンの折り返し
地点だった味の素スタジアムに向かいました。途中迷
ったり足が痛んだりしましたが、味スタの周辺を通っ
て、ゴールの赤堤教会を目指しました。8時間22分で、
3位でゴールすることができました。
　花俣団委員長、飯田隊長、皆さん、本当にありがと
うございました。

ベンチャー隊

ボーイ隊

１１月１日
BSラリー

BSトナカイ班　千田 創一朗
　人数が少なく、歩くのもとても疲れましたが、みん
な別々の班が一緒になったので、とても楽しかったで
す。
　なかなか他の班が一緒になる事はないので、いつも
と違う感じでした。
　他の隊とも交流が出来たので、個人的にとても良い
BSラリーになったのではないかと思います。

BS　オットセイ班 保科源
11月1日の9時に尾山台に集合して、BSラリーは赤堤
教会からスタートしました。テーマだった「パトロー
リングで進め」がきちんとできたので安全にラリーが
できました。サブCPは5カ所ありましたが、そのう
ち2カ所が行かれなかったのが残念でした。メイン
CPは3カ所あって、15分に近いタイムでゴールでき
たので嬉しかったです。「計測」は100メートル地点
からゴールまでをすべて合わせた長さを測りました。
測り方があまりあっていなかったので、良い記録が出
ませんでした。「火熾し」は時間が足りなくてできなか
ったので合計得点が低くなってしまって悔しかったで
す。次回のBSラリーに向けて、たくさん訓練したい
と思います。

1組　うさぎ　石井優也
　いかだレースはよそうい上にスピードが速かったけ
れど、ゴール前のはしの下をくぐりぬけられるか心配
でした。でもい外とかんたんにくぐりました。どきど
きしました。ぼくの組はさい下いでした。次は2いを
とりたいです。

４組　うさぎ　荏原琉仁
　つくるのは困難だったけど、イトマキエイのような
形のいかだができてよかった。
　川で流すのは簡単だった。コツはありません。わり
ばしのくっつけかたがよかったから、川の壁にぶつか
らなかったんだと思う。
　しかも優勝したのでうれしかった。
　家にもってかえったらいかだがこわれていて、おか
あさんがすててしまったのでちょっぴり悲しかったで
す。



会議報告
●　育成会役員会　11月16日(月)10：00〜　尾山台地区会館
●　団会議・団委員会　11月26日20：00〜　奥沢地区会館第3会議室
　　　登録関係、団の予定：
　　　　　1/11　登録説明会
　　　　　1/23  リーダー編成会議　18：00〜　奥沢地区会館第2会議室 
　　　　　1/24　登録、書類審査
　　　　　2/6 　 団面談　18：00〜　場所未定
　　　　　　　　・・・団会議・団委員会に地区コミッショナーが出席
　　　　　2/24　本登録
　　　　   3/13   もちつき　＆　『入団説明会』
　　　　　4/3    上進式
　　　　　5/14   育成会総会　13：30〜15：30

会議予定
12月14日(月)　育成会役員会　10：00〜　奥沢メロウブラウンコーヒー
1月23日(土）　  リーダー編成会議　18：00〜　奥沢地区会館第2会議室
　　　　　　　　・・・各隊リーダーは必ず出席のこと 
2月6日(土)　　 団会議・団委員会（団面談)　18：00〜　地区コミ出席
　　　　　　　　※　12月と来年1月は団会議・団委員会はありません

  　　

育成会より
尾山台フェスティバルにブース参加

　10月17、18日(土、日)に尾山台ハッピーロードで行われた尾山台フェスティバルにブースを設け、子供
達にロープワークを体験してもらいました。リーダーやボーイ隊、育成会の皆さんの指導の元、5種類のロー
プ結びに挑戦して、3種類以上できた子供達にはお菓子や記念のロープを上げました。両日とも大勢の人
たちで盛況となりました。お手伝いくださった皆さまありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5団育成会

活動費集金のお知らせ
今月は活動費の集金月です。来年度から4月始まりとなる関係で、今月は
12月〜3月の4カ月分の活動費と2016年度分の登録費が加わります。
通常と金額が異なりますので、添付の「活動費集金のお知らせ」をご参照
の上、12/10までにだいだい銀行の新口座にお振り込みください。　
＊詳細、最終ページに添付しています。　　　　　　　　　　　　　　　　



  　　

ボーイスカウト世田谷５団バザーのお知らせ
今年も団の保護者の親睦を兼ねた育成会バザーを開催します。保護者の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます

【新春餅つき大会】
１．  開催日時　　　　平成２７年１月１６日（土）　１１：００〜１４：００
雨でも餅つきは決行、バザーは中止（中止の場合は連絡します）

２．  場所　　　　　　九品仏地区会館前広場〜浄真寺参道

３．  世田谷５団の出店内容
九品仏出張所の前の参道で行われるバザーに参加します。保護者の皆様には献品と販売のお手伝いのご協力をお願いします。

４．  バザーの目的
今回のバザーの収益は、団およびスカウトの活動費に当てます。

５．  献品納入
献品回収日（値つけ）を設けないので、各自で値つけを済ませ、当日（９：３０〜１２：００）会場に持ち込みで献品をお願いしま
す。フリーマーケット形式で販売します。

６．  献品をお願いする物品について　（後掲：値つけの目安 参照）
① 雑貨、手作り小物類　　　
② 子供衣料品　（リサイクル品可　冬物スキーグッズ歓迎　大人の衣料品不可）
③ おもちゃ　（リサイクル品可　壊れていないもの　部品が揃っているもの）
④ 本　（できるだけ綺麗なもの　絵本・参考書・漫画・小説・単行本等）
⑤ 食品　（手作り品不可。賞味期限を確認）

７．  献品の数量
献品の売価の合計が１家庭５００円以上となるよう、献品にご協力お願いいたします。
値段・サイズなどは大きく見やすいようにご記入ください。

８．  お手伝い・集合時間等
１月１６日（土）　１０：００集合　　　　　献品受付、会場準備
　　　　　　　  １１：００〜１４：００　販売・後片付けを行う予定
１０：００〜１２：００の前半、１２：００〜１４：００の後半、の都合の良い時間帯にお手伝い下さい。（短時間、また直前
のお手伝いのお申し出も歓迎）
　小針  cococobari@i.softbank.jp      磯田　shooq-09033030795@ezweb.ne.jp　までご連絡ください。

９．  当日の持ち物
エプロン・ネッチ（子供のもので可）・筆記用具（防寒グッズ　カイロなど）

１０．  値つけの目安・・・昨年度を参考に下記の値段を参考に各自で必ず値つけをお願いします。

九品仏バザーへのお手伝い募集
　例年参加している九品仏参道のもちつき大会に世田谷5団もバザー参加いたします。売り上げは毎年5
団の貴重な収入となり、スカウト達の活動費の一部として使われます。皆さまのバザー品供出と当日のお手
伝いをお願いします。
　詳しくは添付のお知らせをご覧ください。追ってメールにて、シフト決めのご案内をお送りいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5団育成会



ブランド品・需要の多いものはこれよりやや高く、需要の少ないものは安めに。「完売を目指す」価格設定としてください。

〈新品雑貨〉毛布 ５００円〜、シーツ ３００円〜
　　　　　　手ぬぐい大のタオル３本セット・社名入りタオル３本セット １００円〜
　　　　　　せっけん３個 １００円〜
〈物品〉　　スーパーでの販売価格より安く
〈おもちゃ〉子供が買える値段に]

１１．  その他の注意
〈衣料品〉
・タグは見やすいところに、はずれないように付けてください。
　・当日は寒いので冬物が売れると思います。スキーウェア・スキーブーツなどの季節物歓迎。（ただし格安に）　　　　
・クリーニングをして、自分が買いたくなるような状態で献品してください。
〈雑貨〉　　　　　
・きれいな箱に入っているものは、そのままで出してください。　（ただし、値札は箱を開けた状態でみえるように）
・陶器・ガラス食器類は壊れていないかを確認。
・セット物は束ねて、値札もわかりやすく。
・ほこりなどは落とし、きれいな状態で。
・例　お店にあるようなビニール包装（形がわかるように入れ方を工夫）

　　　〈売れ残った商品〉
　　　　当日献品いただく際に　品物を受付し、連絡先をいただきます。バザー終了時（１４：００）売れ残りに関し各自持ち
帰って頂きます。可能な場合足を運んでいただくか、こちらから電話連絡いたします。引き取りのない場合には、こちらで処理い
たします。特に大きな物に関しては、売れ残った場合必ずお引き取りをお願いいたします。
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



日本ボーイスカウト東京連盟世田谷第５団
〒158-0086
東京都世田谷区尾山台2-13-18
TEL03-5706-0644　FAX03-5706-0644
URL:http://setagaya5.boy.jp/scout/
e-mail:setagaya5@b05.itscom.net　　

振込先口座：じぶん銀行　　だいだい支店　普通：3679125
「ハナマタ　ユウジ」

ローバー隊
平成２７年　６月　　　育成会費　　　　　　　　　　   6,600 円
平成２７年　９月　　　育成会費　　　　　　　　　       6,600 円
平成２７年１２月　　　育成会費／登録費等　　　　　14,400 円

ベンチャー隊
平成２７年　６月　　　育成会費／隊費　　　　　　　   9,300 円
平成２７年　９月　　　育成会費／隊費　　　　　            9,300 円
平成２７年１２月　　　育成会費／隊費／登録費等　　 18,000 円

１．　育成会費　
２．　隊費  
　　合　計

　６，６００円          
　３，９００円    
 １０，５００円  

（6～8月分）

（6～8月分）

【６月振込】

１．　育成会費　
２．　隊費  
３．　登録費（日連、東連、地区費）
　　合　計　　

　８，８００円
　５，２００円  
　５，６００円
１９，６００円

（12～3月分）

（12～3月分）

【９月振込】 １．　育成会費　
２．　隊費  
　　合　計　

　６，６００円
　３，９００円
１０，５００円  

（9～11月分）

（9～11月分）

【12月振込】

平成27年 6月 1日～
6月 10 日に振り込んで
下さい。

平成 27 年 9月 1日～
9月 10 日に振り込んで
下さい。

平成 27 年 12 月 1日～
12 月 10 日に振り込ん
で下さい。

ビーバー、カブ、ボーイ隊

活動費集金のご案内

平成２７年６月～平成２８年３月

休隊の場合、
その間の隊費は免除に
なりますが、育成会費
は半額お支払い頂きま
す。

ボーイスカウト世田谷第５団

前回の振込までに過不足がある方には別途案内を送らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

今年度に限り、
12 月集金分は

4ヶ月分の集金です。


