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ビーバー隊
3月13日 入団説明会 秘密基地を作ろう！
ビーバー隊 
隊長 保科潔
　３月１３(日) ビーバー隊は尾山台駅に集合後、入団
説明会が行われる、玉堤地区会館前の多摩川河川敷で
秘密基地とペットボトル浄水器を作りました。秘密基
地作りは、入団説明会の時期になると毎年やっている
のでビーバースカウトも興味が薄くなっています。そ
こで新しい企画、ペットボトル浄水器を作りました。
　多摩川河川敷の砂利と砂を利用して空ペットボトルで作
ります。ブルーシートで作った秘密基地を出発して砂利と
砂が有る河原までミニハイキングして現地で浄水器を作る
予定でしたが時間が無くなって、秘密基地前で作りました。
見学者と一緒に楽しく活動できました。河川敷から九品仏
交番裏までハイキングして帰りました。



ビーバー隊

ビーバー隊 
隊長 保科潔
　３月２７日(日) ビーバー隊は自由が丘女神像前に集
合後、お別れハイクに出発しました。横浜駅 東口より
横浜ベイクォーター シーバス乗場から 山下公園まで
船の時間を楽しみました。その後、氷川丸を見学して
横浜中華街でリーダーが買い出しに行った、中華まん
を山下公園で食べました。山下公園で新聞紙使ってゲ
ームして遊びました。その後 みなとみらい駅まで 汽
車道通ってハイキングしました。帆船 日本丸がゴール
でした。天気に恵まれ楽しい一日になりました。

3月27日　隊集会　お別れハイク 
シーバスに乗ろう！



３月１３日　入団説明会＆ロープ、ゲーム

1組　うさぎ　豊田健介
　今日は多摩川で最初にロープをしました。8の字結び
は簡単だったけど、もやいむすびや本結びは難しかっ
たです。その後ロープ引っ張りあいゲームをしました。
ロープで丸を作って引っ張りあって足が動いたら負け
です。僕は2回勝ちました。次はじゃんけんしてあっ
ち向いてホイゲームをしました。最初に誰かとあっっ
ちむいてほいをして勝ったら次のマスに進めます。4
つマスがあって全てクリアしたらバッチがもらえます。
僕は1つもらえました。嬉しかったです。最後にボー
イ隊が作ったテントやビーバー隊が作った秘密基地に
入りました。楽しかったです。

カブ隊

２組　うさぎ　河田晴太郎
　つな引のちがうやり方や、山火事ゲームなど、新し
いけいけんをして楽しかったです。
あと、新しく入ってきた人がいて、もっと面しろかっ
たです。

CS隊副長兼DL　太田雄介
　今日は5団の入団説明会を兼ねた団活動でした。多摩
川河川敷でビーバー隊は秘密基地を作り、ボーイ隊はテ
ントを張り、カブ隊はゲーム大会を開いて、入団希望者
の子たちにも活動に加わってもらい、ボーイスカウト
活動を体験してもらうのです。
　体験の子たちの見本になるよう、いつもよりも身だ
しなみや集団行動に気をつかいながら、一緒に楽しく
ロープ遊びをしました。
　月の輪スカウト活動を修了し、ボーイ隊への上進を
控えたくまスカウトたちが余裕の実演をしていたのは
もちろん、うさぎスカウトたちも器用に結ぶ姿を見て、
１年半の成長を感じました。
　保護者でもある僕は、保護者会に出るために途中でそ
の場を離れましたが、隣りでしっかりと張られたボー
イ隊のテントや、楽しそうなブルーシート製のビーバ
ー隊の秘密基地を見ると、そのあとの団全体の活動も
きっと楽しかったことでしょう。



BS隊　オットセイ班　日笠裕貴
BS隊としての活動は今回の活動でさいごとなってしま
いました。
　毎年参加したスキー訓練も今年で四回目なので十分上達
できたと思います。
　VS隊に行ってもｂｓ隊での経験を糧に精進していきたい
と思います。
　ありがとうございました。

３月1９〜２１日　スキー訓練キャンプ@
妙高高原　杉ノ原スキー場

BS隊

BS隊　カモメ班　日色駿介
 3月19日～3月２１日に長野県の妙高高原で二泊三日の
スキー訓練キャンプに参加しました。去年のスキーキ
ャンプがとても楽しかったので今年のスキーキャンプ
を楽しみにしていました。初日は妙高高原へ約３、４時
間かけて移動して、その後スキーをしました。ゲレン
デは霧が濃くてあまり天候もよくなかったのですが楽
しく滑ることができました。しかし、途中リーダーに
迷惑をかけてしまったので班長としてもう少ししっか
りしなくてはいけないと思いました。
　２日間は初日と同様に過ごしましたが、夕食を食べ終えた
あとに食堂へ全スカウトがよばれて、何か悪いことしたかと
思いながら集まってみると、僕らの学年の送迎会をしてくれ
て、おこられなかったとほっとしたとともに今回がボーイとし
ての最後の活動だという事で送迎会をしてくれて本当に嬉
しかったです。下のスカウトには新しく入ってくるスカウトと
仲良くやってほしいと思います。四年間ありがとうございまし
た。

BS隊　カモメ班　近藤優悟
 今回のスキーで今までできなかったターンに挑戦し、
できるようになったのでよかったです。そして部屋で
皆で集まって人狼ゲームもやって楽しかったです。来
年もスキーに行きたいです。

ＣＳ隊隊長　土屋彰男
人間力の向上をめざすカブ隊
　 ○徳力をつける
　知力は学習塾があります。体力はスポーツクラブが
あります。では、徳力は？
　ずるをしないで、まじめにしっかりやる。すすんで
よいことをする。いたわりの心をもつ。困っている人
を助ける。すなおな心でひとに接する。
　カブ隊は、家庭と力を合わせ、知、体はもとより徳
の高いバランスの取れた人間に育つよう活動すること
を基本においています。
○27年度は19か月で大充実
　制度改正に伴い27年度は27年9月から28年3月ま
での19か月間でした。
　長者の森での夏季舎営、1泊舎営、いかだレース・
たこつくり・ディキャンプ・クリスマス会など恒例の
プログラムのほか、二ヵ領用水ハイク、多摩ハイク、
湾岸ハイク、てくたくハイクなどしっかり歩きました。
また、新しく始まった月の輪も月の輪リーダーの神田
副長とBS隊の協力により成功させることができまし
た。
　大きなけがもなく無事終了できたのも皆様のご支援、
ご協力のおかげです。長かっただけに、スカウトの成
長も大きかった。
○28年度も　歩くぞ！
　28年度からカブブックが一新されます。新入スカウトは

新制服に、また進級章も変わります。
　夏季舎営は長野県富士見町の入笠山、1泊舎営は川崎
市青少年の家を計画しています
。恒例のプログラムはさらに磨きをかけます。もちろ
んハイクも15㎞超の多摩川ハイク、自然観察ハイク、
てくたくハイクほか、歩くぞ！
　28年度は保護者の方が集会を見学する、あるいは参
加してわが子が皆の中でどう活動しているか見る機会
を積極的に増やしていきたいと思っています。新たに
なってくれたデンリーダーを含め指導者一同スカウト
の人間力向上に努めてまいります。
　皆様のご参加、ご支援、ご協力を引き続きお願いし
ます。



　

● 団会議・団委員会　　3月12日（土）19：00〜　奥沢地区会館第3会議室
★　地区内各団登録状況について
★　16年度各隊活動計画報告
★　16年度団補助決定：BVS隊40,000円、CS隊160,000円、BS隊160,000円
　　　　　　　　　　　 VS隊80,000円、RS隊40,000円
★　上進式　4/3　奥沢区民センター第1会議室　10：00〜（セレモニー）

●入団説明会　　3月13日、13：30〜　玉堤地区会館大会議室
　　　　　　　　9世帯（子供10名）の参加がありました。　　

4月3日　(日)　会計監査　奥沢区民センター第3会議室（和室）
4月16日（土） 団会議・団委員会　19：00〜　奥沢地区会館第3会議室
4月19日 (火)  役員会及び総会資料印刷　9:30〜　玉川総合支所印刷室
5月14日（土)　育成会総会　　奥沢区民センター第1会議室

会議報告

会議予定

BS隊　トナカイ班　千田創一朗
 今回のスキー合宿では、毎年のごとく、最初の方は全
然滑れませんでした。
　1日目はプルークボーゲンを練習しました。2日目はだいぶ
慣れていたので、パラレルターンを練習しました。次の日の
検定に備えて、重心を前傾にするのを特に頑張りました。3
日目、検定では重心をなるべく前に倒したつもりなので、いい
級が取れているといいです。

BS隊　トナカイ班　保科光平
　僕は今回で4回め (？)の参加でしたが、受験等もあって
運動不足だったため杉ノ原スキー場で初めて滑った時はあ
まりうまく滑れませんでした。でも少しずつ慣れ、例年位には
滑れるようになりました。今回は晴れの時が少なく、霧が多く
て視界が良くなかったですが、とてもスリルがあって面白か
ったです。ただ、自分はパラレルがあまり上達できず検定も
うまくいかなかったので、次の機会にまた頑張りたいと思い
ます。山田隊長、副長の皆さん、BS隊でいろいろお世話にな
って、本当にありがとうございました。

VS隊
VS隊　　保科玄樹
　今回はＶＳ隊としてBS隊スキー訓練キャンプに参加させ
ていただきました。2年ぶりにスキーをしたので最初はうまく
滑ることができませんでした。でも練習しているうちに昔の
感覚を思い出しました。山田隊長や渡口副長やBS隊の皆と
話すことが出来て楽しかったです。ありがとうございました。

●4月は隊費の集金月です。
　10日までにじぶん銀行への振り込みをお願いします。
　詳細は5団ホームページ（http://setagaya5.boy.jp/scout/）
　でご確認ください。



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２８年　４月　　　育成会費　　　　　　　　　　   6,600 円
平成２８年　７月　　　育成会費　　　　　　　　　       6,600 円
平成２８年１０月　　　育成会費　　　　　　　　　       6,600 円
平成２９年　１月　　　育成会費／登録費等　　　　　14,400 円

ベンチャー隊
平成２８年　４月　　　育成会費／隊費　　　　　　　   9,300 円
平成２８年　７月　　　育成会費／隊費　　　　　            9,300 円
平成２８年１０月　　　育成会費／隊費　　　　　            9,300 円
平成２９年　１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  

（4～6月分）

（4～6月分）

【４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

（1～3月分）

（1～3月分）

【７月振込】 １．　育成会費　
２．　隊費  
　　合　計　

　６，６００円
　３，９００円
１０，５００円  

（7～9月分）

（7～9月分）

【1月振込】

平成28年 4月 1日～
4月 10 日に振り込んで
下さい。

平成 28 年 7月 1日～
7月 10 日に振り込んで
下さい。

平成 29 年 1月 1日～
1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２８年４月～平成２９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

【10月振込】 １．　育成会費　
２．　隊費  
　　合　計　

　６，６００円
　３，９００円
１０，５００円  

（10～12月分）

（10～12月分）平成 28 年 10 月 1日～
10 月 10 日に振り込ん
で下さい。
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