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５月 13 日 春の生き物探し（宝来公園）
ビーバー隊

ビーバー隊隊長　草嶋隆行

　春の生き物を探しに宝来公園に行きました。例年通
り、九品仏から歩きますが、環八にたどり着く前に早
くも 4月からの新入隊スカウトから、「疲れたー」「バ
スで行かないの？」という声があがります。。歩く間
にも生き物を探して報告してもらいますが、飼い犬や
スズメなど、日ごろからよく見る物はポイント加算外
です。見つけたもののレア度で隊長がポイントを加算
していきますが、動物以外に「くるまー！」とか目に
ついたもの全て報告してくる始末（笑）。
　公園について、生き物探しを本格的に行います。イ
チゴのような珍しい草の実やまつぼっくり、勿論カメ
など色々みつけていました。その後は改めての基本動
作。学校と違いなかなかうまく出来ていませんでした
が、今後の活動の中でも引き続き行っていこうと思い
ます。その後は、次週のビーバーラリーでやるゲーム
の練習をし、またスカウトの「疲れたー」という声を
聞きながら九品仏に戻りました。通学など日頃の生活でも生
き物をどんどん見つけてみてください♪



ＣＳ隊副長　畑崎祐子

　上進直後のうさぎスカウトには、ちょっと過酷だっ
たかもしれない往復３時間のハイク。無事歩き通せて
よかったです！　普段、車で通り過ぎている道も、歩
いてみると意外な発見がありますよね。「疲れた！」を
連発しているスカウトもいましたが、景色を眺めたり、
行きすぎる車を観察したり、友達とおしゃべりしたり
していると、案外「こんなに歩けた！」という経験が
できるものです。わたしも、先頭を歩きながら、スカ
ウトたちとおしゃべりしたり、次に来る車を予想した
りしながら歩けて、とてもたのしめました。
　「カブは歩いてばっかり」と思っているひとも多い
と思いますが、歩けなくなるとひとはとたんに衰える
もの。また、歩くことで脳が刺激されて、かしこくな
ることもあるようですよ。ここから１年、歩くことを
たのしんでいきましょう！

5 月 13 日　ハイク＠林試の森公園
カブ隊

ビーバー隊隊長　草嶋隆行

　　年に一度の地区行事、ビーバーラリーです。いつ
もより早めの８時に集合して、用賀駅経由で砧公園に
向かいます。出発前に電車内での振る舞いについて注
意したせいか、乗車時間がそれほど長くなかったせい
か電車の中では比較的おとなしく過ごせました。用賀
駅から歩きますが、前週に続き、「まだー？」「疲れ
たー」という声が聞こえますが、構わず進みます。公
園に着くと、毎年のことですが枝を振り回してチャン
バラごっことなります。下手をするとケガさせかねな
い遊びで、賛否あろうかと思いますが、私はそういう
経験も必要と思いやらせることにしています。但し、
その分、ケガをさせかねないような激しい振り回しや、
他団や通行人などに迷惑をかけないよう、細心の注意
を払って見守ります。
　全体集合がかかり、整列、報告となりますが、5団
は人数が多い一方で、新入隊員が多数派となっている
こともあり、なかなか決まりません。。。その後、「ボ
ーイスカウトを知ろう」というコンセプトに基づいた
ブースを巡り、ゲームや体験をしていきます。計測や
テント、寝袋体験など普段のビーバーの活動ではなか
なかできないことを体験してスカウトも大喜びです。
一日中、広い砧公園の中を走り回り、学校とは異なる規
模での行事をするのはスカウトにとっていい経験にな
ったと思います。
　一方で、入隊間もない新入隊員が多く、また学校の
お友達同士のスカウトもいる関係か、例年と比べると
集合などの基本動作や、隊全体での行動という観点で
劣っている部分も見受けられました。これは今後の活動の
なかで継続して指導してまいります。また、当日お手伝いい
ただきました保護者の方々、ありがとうございました。

５月 2 ０日　ビーバーラリー 1組　しか　石井聖矢

　林試の森公園では沢山の木を見つけることが出来ま
した。
　楽しかったです。
　帰り道は雨が降ってしまって大変だったけど楽しか
ったです。また行きたいです。

2組 しか 高木彩多

　今日は次長として初めてのハイクでした。行きは少
ししんどかったけれど、意外とすぐ着きました。公園
に着いて樹木探しをしました。指定された樹木をまわ
って説明文の 3文字目を書き写す、というゲームです。
ぼく達は『身近な樹木コース』で、まずはイイギリを
探しました。一番見つけるのが大変でした。その後は
楽々クリアしました。午後は『外国の樹木コース』を
しました。フランスカイガンショクやアメリカガシワ
など色々な不思議な名前がついていました。ぼくはレ
バノンシーダーという木を見つけられてうれしかった
です。帰りは雨が降ってきて大変でした。元気玉がす
ごくおいしく感じました。樹木探しで 1位だったので
良かったです。



ボーイ隊

BS隊 オットセイ班 太田雄飛
今回は班長として初めてのキャンプでした。他の団と
の交流が出来たり、優秀班に選ばれたのは嬉しかった
です。班長の役割をこなしたかは不安ですが、ジャン
ボリーに向けての経験が出来たいいキャンプになった
と思います。さらにスキルを磨いて今後もいいキャン
プをしたいです。

BS隊 オットセイ班 阿部哲也
今回は、次長として初めてキャンプに参加しました。
六年生は、初めてのキャンプで、たくさんのことを教
えつつ、時間も考えなければいけなかったので、最初
は、辛いなと思いまいした。しかし、本番は、昼間に
意外と時間があったので、いろいろなことをすること
ができました。設営は、六年に教えつつ、立てること
ができました。夜は、ネパールの食事を体験するとい
うことで、牛丼を手で食べました。抵抗も感じました
が、完食することができました。次の日は、朝の朝食
を作る当番でした。ご飯の炊き方などいろいろなこと
を教わりました。午前と午後は、スキルトレーニング
を中心に行いました。降納では、スムーズに行うこと
ができました。最終日、プログラムは徹収だけでした。
撤収でも、六年に教えながら作業できたと思います。
次長として仕事ができたキャンプだったと思います。

BS隊 オットセイ班 佐藤陽仁
今回のキャンプは、ジャンボリの訓練キャンプとして
11団の皆さんと八王子のひよどり山でキャンプに行き
ました。11団体の人たちと一緒に活動をすることは、
初めてだったので、どのように話せばいいのか分かり
ませんでしたが、11団の人たちはすぐに話かけてくれ
たのですぐに馴染むことが出来ました。なので、ジャ
ンボリの時は、11団のように皆に話かけて、たくさん
の人たちに、僕のことを知ってもらいたいと思いまし
た。

BS隊 オットセイ班 河田晴太郎
ボーイでのキャンプは初めてだったので、不安でした
..... しかし、班長や先ぱい方が、トランプなどでぼくら
を盛り上げてくれました。テント張りは、色んなこと
を覚えなければならなかったので大変でした。
ごはん作り、すいじ訓練の時は少しこげてしまったの
ですが、今回はうまくたけました。
ジャンボリーもがんばりたいです！

BS隊 カモメ班 淺井高暁
久しぶりのキャンプが終わった。
今回は今夏にあるジャンボリー訓練キャンプというこ
とだった。僕は二日目からの参加だったが、ジャンボ
リーに向けた訓練は受けることができた。内容は様々

4/28〜30 ジャンボリー訓練キャンプ
＠ひよどり山

カブ隊副長  中村静香 

　今年も 毎年恒例 ディキャンプを青空の下 野毛町公園
で行いました。
　メニューは 、クリームシチューと焼きリンゴにしま
した。昨年同様 各組ごとに等々力のマイばすけっとで
シチューの材料を買ってもらいました。
　 定番の肉、ジャガイモ、玉ねぎ、人参の他にチーズ、
ヨーグルト、生クリーム、牛乳、ブロッコリー、ベー
コン等の材料を使い  各組オリジナリティー溢れるシ
チューが出来上がりました‼  
　デザートの焼きリンゴは、４組全部が焦げる事もな
く程よい焼き具合で 美味しい仕上がりになりました。   
久し振りに参加してくれた河西副長のおかげで火おこ
しも学べましたね。  河西さん 有り難うございました。
　シチューコンテストの結果、厚切りベーコンにこだ
わって材料に入れた３組が優勝しました。今回のディ
キャンプはスカウト全員出席で 良かったです。

２組 DL 石井無二

　今年のデイキャンプは『シチュー』
　シチューならビーフシチューでもクリームシチュー
でも何でも可でした。しかし、どの組もクリームシチ
ューを選択。組対抗はクリームシチューにどれだけオ
リジナル性が出せるかに。チーズを入れてみたり、ヨ
ーグルトを入れてみたりと、どの組も個性が光りまし
た。
　調理では、初めて包丁やピーラーを使うスカウトに、
こちらはドキドキしていましたが、家のシチューはど
んな野菜の形をしていたか想像しながら一生懸命切っ
ていました。
　火起こしでは、近年使用することが減ってきている
マッチを使用。副長の話をしっかり聞いて１人１回は
マッチを擦ってみました。新聞紙に火を移すのが難し
そうでしたが、スカウトの良い経験になったようです。
シチューが出来上がると大喜びのスカウト達。他の組のシ
チューも食べ比べてみましたが、「ん～、ちょっと違うな」「ふ
～ん、まあまあかな」「やっぱり自分の組が1番美味しいや！」
と、やはり自分の組のシチューが1番と言うスカウトが多く
いて微笑ましかったです。

３組 しか 藤田航成

　一番はじめのキャンプだった。シチューのざいりょ
うがむずかしかったけれど、組長がメモをしていて、
良いざいりょうをえらべて一位になれたので、良かっ
たです。

4組　くま　市川瑞葵
　シチューのクリームの味がとてもおいしかったです。
皆で作ることができて楽しかった

5 月 20 日　DAY キャンプ＠シチューづくり



だった。歌の訓練や火越しなど、スカウト達が楽しめ
るようなものばかりだった。その中でも皿回しが一番
楽しかったように感じる。自分が上手く回せたのもあ
ると思うが、やっていて一番時間を忘れられたものだ
った。その夜の営火や、更にその後の 11団と火を囲ん
だのも、とても良い思い出になった。
自分は今年ほとんど休隊のような状態になる。班のこ
とは心配していないが、活動に出席できる時は、でき
る限りの事をしたいと思っている。

BS隊　カモメ班　畑崎龍祐
班長になってから、はじめてのキャンプだったので、
緊張していました。はじめてだったので、慣れないこ
とがあったりして、みんなのあしを引っ張ったりして
しまいましたが、このキャンプの経験を生かして、次
のジャンボリーにつなげていきたいです。

BS隊 カモメ班 阿部達也
僕は 2日目から参加しました。
その日で一番大変だったことは、合計20人ほどのカレ
ーライスを作ることです。
次の日は、撤営をしましたが、人数が少ないトナカイ
班の手伝いもしないといけなかったので、大変でした。
今回は、何かと何かを平行して行うことが多かったの
で、よい経験になったと思います。

BS隊 カモメ班 舟橋虹太
今回のキャンプは 1日目の夕方からの少し遅めの参加
でしたが、とても良い思い出となりました。
特に記憶に残っているのが、二日目の午後にあった合
計四つのブースを順番に回ったプログラムです。  
説明が意味不明だった所や、やる意味が理解できない
ような所もありましたが、どのブースでも色々学べた
ことはありました。
ジャンボリーのための訓練キャンプという事でしたが、
本番も今回と同じように、安全に楽しく取り組んでい
きたいと思います。

BS隊 カモメ班 石井優也
日本ジャンボリーの訓練キャンプに行った。他の団の
ボーイも集まったので、暑かったのがより暑くなり昼
間は地獄の様だった。しかし夜になると一変し、とて
も寒くなった。
いつも時計を見ている学校の授業より終わるのが早く
感じたこのキャンプ。他の団のブースでは皿回しもや
らせてもらい、自分の隠された才能にも気付くことが
出来た。
本当に充実した二はく三日だった。

BS隊 カモメ班 青木睦歩
4月28日から 30日
今回の活動で初めて A テンを貼り、泊まるキャンプを
体験した。
またテントの張り方だけではなく、食事を手早く、美
味しく作る方法などジャンボリーで必要になるであろ
うことを学ぶことができた。色々失敗もしたし、これ
らを本番に活かし有意義で楽しい 8日間を過ごしたい。
11団と知り合いになれたこと、また会えることも楽し
みである。

BS隊 トナカイ班 村山太河
今回のキャンプで、トナカイ班の一番上はぼくでした。
なので、やることも多く、小六に指示を出したり、遊
んでいる子の注意、GBM、テントの設営、てつ営も説
明しないといけなかったので、とにかくやることがた
くさんでした。とても疲れて、先輩になったのだとい
う自覚と、去年の自分もこうだったのかな、というこ
とを感じました。
一日目は設営があり、三人しかいない、それも小六二
人は初の設営ということもあり、なかなか作業が進ま
ず、遊んでいる子の注意もたくさんしました。ぼくは
あまり下の子に指示をうまく出すことができず、とて
も大変でした。ですが、ローバーの手伝いもあり、無
事テントを建てることができました。料理の担当日で
は、人数が少なくて、やることが多く、ローバーに何
度もアドバイスを受け、それをやるようなことになっ
たので、次回はそのあたりを考えて動きたいです。
今回のキャンプは中一になってからの初キャンプで、
先輩の大変さを知り、とても疲れたキャンプとなりま
したが、この経験を次に生かせたらいいと思いました。

BS隊 トナカイ班 荏原琉仁
今回のキャンプで僕はひとまわり成長しました。それ
は、心の面であり、体の面でもあります。
ボーイスカウトの掟を守り、ひとつの物事に一所懸命
とりくんだつもりです。
食事で苦手なものがありましたが、残してはいけない
ので頑張って食べました。でも途中で吐いてしまった
のが悔しいです。体力的には、後日の体育の授業で、
リュウジ、足が早くなったね！と言われました。
体力がついたのかもしれません。これからもボーイス
カウトを通して成長していきたいです。

BS隊 副長 神田雅代

序
ここまで見事に晴れたことがかつてあったでしょう
か？ そう言いたくなるほど、素晴らしい青空が広がっ
た 2泊3日。みんなの顔は日焼けで真っ赤っか。天候に
も、施設にも、そして支援にも恵まれたキャンプでし
た。
このキャンプは、いつもの世田谷第5団のキャンプで
は あ り ま せ ん。 今 夏 の 第17回日本 ジ ャ ン ボ リ ー

（ 17NJ）で一緒に隊を組む、世田谷第11団の皆さんと
の混成隊で参加する訓練キャンプです。11団のキタキ
ツネ班・ベンガルワシミミズク班と、5団のオットセ
イ班・カモメ班・トナカイ班、計5班で一緒になって
の活動です。
控えめなスカウト
参加スカウトは、11団BS隊8名+ ベンチャー隊2名に、
5団BS隊14名を加えた 24名です。本番ではこれに 5団
のベンチャー隊4名などが合流し、小学6年生から高
校 2年までスカウト総勢約30名。それをリーダー9名
がサポートします。
他団のスカウトとがっつり同じ隊で動く。こんな体制
で動くのは初めてで、何だか勝手も違うし、スカウト
はためらいを乗り越えるのが最初大変そうでした。普
段5団の中だけで閉じた活動をしている井の中の蛙た
ちは、ちょっとビビり気味。5団のスカウトがいつも
以上に控え目に見え、実際11団のスカウトとの力の差
を感じる場面もありました。
しかし、3日間を過ごすうちに 5団のスカウト達にもま
とまりが出てきました。いつものジャンボリーでは、
スカウトは自分の団を離れて他団のスカウト達と混成
班を組みます。でも今回は初の試みとして、普段の班
をそのまま丸ごとジャンボリーに持っていきます。加
えて、小学生が参加するのも初の試み。普段以上にグ
リーンバーの責任が重くなりますが、訓練キャンプを
通しての彼らの成長にはとりあえず合格点！ 新班長・
次長おつかれさま！
支援リーダー
混成隊の隊長は、我らが 5団の花俣氏。
率いるリーダーは、11団からはジェントルマンの安井
氏（典型的な永遠のスカウト）と、亀梨くん似（諸説あ
り）の日比BS隊長。日比BS隊長は工作がうまく、常に
ロープワークをしている…寡黙な青年。そのほか、ロ
ーバー隊の中島くんは生真面目で愉快な好青年…。ビ
ーバー隊からの応援で唯一女性の中島さんは、勉強熱
心で気働きの人です。さらに、後方支援の鈴木団委員
長も見守ってくださっています。
5団からは、いつもスカウトにやさしい保科潔BS副長。
ローバー隊からは、遊ばせ上手の山根くん、火起こし
神の神田くん、デジタル王子の大浦くんの 3人が参加
です（ちなみに長者の松谷くんは就活で不参加。清水
くんは奉仕隊でスタッフ参加です）。
17NJ
本番は 7泊10日ですが、今回はひとまず 2泊。ガス・
電気なしは当たり前ですが、屋根付き炊事場なし、水
道なし（水は離れたところからポリタンクで汲んでく
る）、蛇口なし、排水設備もなし（穴を掘る）という環
境。40人が 8日間をどのようにしたら暮らせるか！？
の検証兼ねての訓練でもありました。
大きな御釜で飯を焚き、マンホールほどの鍋でカレー

を煮るなど、普段のキャンプでもできない経験です。
リーダーも見守るだけでなく、新しい仕事に挑戦する
感じです。
花俣派遣隊隊長の、飯炊きのうまいこと！ 釜とまきで
炊いたご飯は本当に美味しい。
スカウトには班ごとで炊事当番が回ってきます。当番
の時には全員分を作ることになります。いつもなら自
分の班の 5-6人前を作れば良いけど、今回は大量生産
が必要。失敗してはならないと、責任も大きくなりま
す。
新人スカウト
今回の訓練キャンプでは、初めて BS隊のキャンプに参
加するスカウトが 5人いました。カブ隊の舎営キャン
プとはいろいろ勝手が違って、びっくりしたようです。
前もって説明していてもなかなか足並み揃わず、荷物
を 3 つも 4 つもメインザックにぶら下げてきたかと思
えば、大きいお弁当箱には骨つきチキンと飾りのレタ
スがいっぱい。ハバザックとリュックで、大混雑の南
武線では身動き取れず。帽子のツバは人に当たり叱ら
れ、ひっちゃかめっちゃかな移動でスタートしました。
良き見本は河田くんです。荷物少なめ、スッキリリュ
ック。詰め方（パッキング）も無駄がなく綺麗…聞く
とお父さんと一緒に詰めたとか～（お父さんスカウト
経験者）。さすがです。
新人にはまだ、周りを見る余力はなさそうなので、先
輩スカウトが教えてくれるはず…です。今回の装備の
不備もろもろは次回に改善してくれると思います。
1日目
ゴールデンウィークの人出の中、電車もバスも満杯で
す。大きい荷物の我々は邪魔者で、移動は大変。それ
でも八王子は近い方。
ひよどり山に着くと、すでに多くのスカウトが準備を
始めていました。世田谷地区だけでも 100名。東京都
のスカウトはもっとたくさんいます。人の多さに少し
ビビりながらも、周りのキャンプサイトをチラ見する
だけで、かまど回りや乾燥作業の手際など、大変勉強
になります。合同キャンプの良さはそんなところにも
あります。
* * *
設営の仕方にも、多くの学びがあります。キャンプ地
に着いたらとにかくテントを立てて、まず、自分たち
の住まいを作ります。班毎に 1 つの家型テントを、15
分で立てられるようになるのが求められるスキルでは
ありますが、1時間というひとまずの目標をクリアし
たいものです。制服を汚すと困るので、上下着替えて、
軍手を腰のポケットに入れて作業します。
家型テントは重くてなかなか手強いやつです。一つ一
つ形を作り上げていきます。汗だくになりながらの大
変な仕事ですが、何もないところに自分たちの家が建
つのですから、希望あふれる作業とも言えます。形が
出来上がってくるとワクワクします。
テントが完成し、その中に荷物を入れます。どこに寝
るかを、たぶん力関係で決めたんでしょう。一番奥が
班長で、新人が端っこになることが多いような気がし
ます。
* * *
午後の 3時からは各隊が揃い、結隊式かひらかれ、
17NJ にむけての意気が上がりました。スカウト達にも
徐々に、「こりゃ、えらいことになった」という自覚

（？）が芽生えてきたのではないでしょうか。



その後は、メンバーに配る名刺を作ったり、鬼ごっこ
や磁石ゲームををしてゆったり過ごせました。このま
ったり時間が BS隊の良さです。そこから、次の活動へ
の準備や、考えを巡らせる余裕が生まれる気がします。
この緩急を楽しむことが出来るようになると一人前か
も。
初日の夕食は、リーダーによるインディカ米の無国籍
料理。ネパールからの怪しげなゲストによる食べ方指
導で、右手で直接食べるという突然の無茶振り。「無理
～」・「えっ～」と叫び声があがる中、強行！ 離乳食以
来の手づかみ食べは刺激的。そして、ごはんと一緒に
夕日の綺麗さと満月の素晴らしさも味わいました。
2日目
翌朝は晴天とはいえ、明け方は白い息が出るほど冷え
込んで、とても寒かったという感想あり。快適寝袋と
ロールマットは必携です。
朝ごはんからは当番制。慣れないながらもチカラを合
わせてみんなでいただきます。荷物を整理し、テント
の中に風を通して、自分たちのテントを快適に保ちま
す。
* * *
午前中のイベントはロープワーク。棒の先に班旗をつ
けてできるだけ高く上げ、15 秒持ちこたえるというゲ
ームです。人数が少ないとか新人だとかという言い訳
はなし。結果は、11団のキタキツネ班が 4 メートルく
らいあげて、文句なしの優勝でした。
ロープワークで腕試しした後は、世田谷地区の他隊の
ベースを訪問して武者修行。スカウトスキルの向上の
ためのブース（歌・火起こし・ロープ遊びなど）をま
わるという時間をすごしました。5団はあまり歌を歌
わないので知らない曲が多く、カブとは違う少し難し
い歌も練習しました。ボーイスカウトにはいい歌がい
っぱいあって、皆で歌えばスカウトの意識づけになる
と感じました。やはり歌集は買って用意しておくべき
ですね。
最後の仕上げは火起こしコンテント。火起こし器と麻
ひもで 15分以内に火をつけるルールで実施され、熱い
闘いが繰り広げられました。しかしどのチームも時間
内に達成できずドロー。事前の取り決めにより、隊長
のじゃんけんで 1位を決定します。花俣派遣隊隊長の
じゃんけんスキルをあげるため、じゃんけんを挑むス
カウトが多発…そのお陰か、花俣派遣隊隊長が見事勝
利！ 1位を獲得しました。賞品はキンキンに冷えた炭
酸ジュース。我ら混成隊は狂喜乱舞（ちょっと大げさ）。
暑い日の夕暮れに、誠にうまいジュースをご馳走にな
りました。花俣派遣隊隊長ありがとう！
* * *
夕刻からは夕食のカレー作り。当番は珍しく全員揃っ
たカモメ班でした。先週炊事訓練でやったばかりなの
で、新班長畑崎くんのもと、再加入の青木くんも新人
石井くんも、とにかく全員がテキパキと作業をこなし
ました。
しかし大鍋の火加減が上手くいかず、思いのほか仕上
げに時間がかかり、結局7時の夕食となりました。洗
い物をする頃にはとっぷり日が暮れるという、やや残
念なタイムスケジュール。ミニキャンプファイヤーの
スタンツの練習時間が取れず、オセオセになってしま
いました。水のないところでカレーを洗うのは至難の
技ゆえ、皿をラップで覆い、さらにビニール袋に入れ
るという念入りな対策でなんとか時間短縮をしたので

すが…。
でも味の方は、いつものカモメのしゃぶしゃぶカレー
とは違って美味しくできて、食事当番のカモメ班は意
気揚々。いつもならひっそりしているカモメが頼もし
く見えました。
* * *
キャンプファイヤーでは、11団のベンチャー君が楽し
くエールマスターを演ってくれました。おなじみのア
ブラハムも登場しましたが、一番盛り上がったのは、
11団BS隊長による「TOTO 便器」という歌とダンス！ 
ぜひこれは 5団でもネタとして取り入れたい楽しい出
し物でした。まあご推察の通り、うんちネタです。
盛り上がった後は、静かに星を見て感謝して終わると
いう、ボーイスカウトらしいエンディング。営火を通
して、ジャンボリーがますます楽しみになってきまし
た。それこそがこのキャンプの狙いでもあるわけです。
名残惜しい夜を過ごし、翌朝はもうさようなら～～
3日目
最終日の朝礼で、山根くんと神田くんが正式に副長に
任命されました。また、18歳の大浦くんは副長補に任
命されました。今後の活躍が期待されます。
* * *
そして、制服から作業着に着替えて、いよいよ撤収作
業（撤営）。
これまでも幾度となく強調してきましたが、この片付
けこそが、実は真のボーイスカウト活動の価値です。
片付けには根気がいります。この面倒に耐えてこそ、
次の良き準備につながるのです。面倒くさいことを何
よりも嫌い、避ける傾向のある現代っ子には特に意味
があります。ヘラヘラしていては、いつまでたっても
撤収作業は終わりません。大きい子は小さい子に指示
を出し、小さい子は先輩の言葉から学びます。一人一
人が最大限できることをやり、チカラを合わせて、重
いテントを片付けます。大人でも重いのだから、子供
なら尚更です。
なんでこんなに重くて面倒なテントを使うのか。反対
する声も多いのですが、スカウトの精神力を鍛えるに
はこのテントは欠かせません。簡単にたてられてしま
うと、学びはそれだけ少なくなってしまいます。それ
に、スカウト同士か協力し合うチャンスも減ってしま
うでしょう。
おまけに撤収作業には時間制限があります。班長は焦
るし、下っ端は分からないから手が止まってしまう。
協力し合ってこの溝を埋められる班は上手く片付きま
す。
現に、今回のオットセイ班4人と全員揃ったカモメ班6
人は上手く切り抜けたようです。しかし、かわいそう
だったのはトナカイ班。班長・次長・元班長の上の 3
人がいない。2年目の村山くんに新人の荏原くんと今林
くんという極小メンバーの構成です。ローバーがかな
り手伝ってくれて、なんとか時間に間に合わせました。
わからないなりに休まず動いた新人。重荷を背負った
村山くん。よく頑張りました。トナカイの上の 3名は、
次の活動で村山くんを労ってあげてね。
* * *
閉村式を終えて、日の丸を降納し、隊旗を収納して、無
事にキャンプを終えました。
7月の結団式での再会を約束し、11団ともお別れ。キ
ャンプはじめの頃はよそよそしい顔をしていたのが、
お互いに手を振り合うような仲良しになって別れを惜

しみました。本番が楽しみです。
帰りのバスはとんでもない混雑で、近隣の方に迷惑を
かけながら、八王子駅へ到着。その後、立川から南武
線で武蔵溝ノ口到着。保護者に目標と伝えた 12時解散
となりました。
締
このような形でのキャンプは初めてでした。リーダー
も予測しなかったことが起こるので、キャンプを進め
ながら作戦を修正していきました。団毎に異なるカル
チャーをすり合わせるために、人の話をよく聴いて、
意見を交換し、共に歩むということを学びました。ボ
ーイスカウト運動は、スカウトだけでなくリーダーに
とっての生涯教育の場でもあります。活動を通して自
分も成長させることが出来るのだと、あらためて感じ
ました。
また、リーダーのこのような姿勢や感性は、スカウト

達の成長の促進剤にもなっているのではないでしょう
か。スカウトの道を良きものにするよう、リーダー自身も一
緒になって常に活動の意味を考えることが大事だと思いま
す。継続的関係性の中で、辛抱や努力や自己肯定感が培わ
れるからです。単にアウトドアクラブとして存在するわけで
はないのですから。
嫌いなら逃げる、苦手なら避けるということをせず、
困難に真摯に向き合うことが、人間形成に必要なこと
だと思います。そんな心磨きの場所を提供していきた
いと、素直で健気に自分に悩む少年たちを見て思いま
した。
17NJ という少し過酷な場をとびきり特別な経験にでき
るよう、5団全体で、保護者の方ももちろん含めて、
準備を進めていきましょう。よろしくお願いいたしま
す。

ボーイ隊
5/13 隊集会・班ハイク
＠玉堤地区会館 他

BS隊 オットセイ班 佐藤陽仁
今回のボーイスカウトでは自分で班ハイクの、道を考
え班ハイクとして実行しました。今まで自分で考えて
実行するということをやったことがなかったので自分
で企画することがどれ程大変かわかり、レベルの違い
を感じました。

BS隊 カモメ班 舟橋虹太
今回のメインイベントは 10㎞ハイクでしたが、いつも
とは一つだけ全く違うことをしました。それはハイク
の企画です。カブからボーイに上進してからの初めて
のハイク企画でした。
歩いたのは 9㎞ 600m という 10㎞より少し短いコース
となってしまいましたが、特に迷ったりするなどの問
題も起こらず、順調に歩けたので良かったです。ただ
後輩たちの歩くペースが少し遅かったので、体力的に
キツいかもしれないけれど、もう少しがんばってほし
いと思いました。
また機会があれば、次は別のエリアでのハイクをぜひ
企画してみたいと思います。

BS隊 カモメ班 今林武士
ボーイ隊に入って初めて訓練をした。とても、疲れた
けど楽しかった。これからもがんばりたいです。

5/13 隊集会・班ハイク＠玉堤地区会館 他



■磯田 悠生

今回は、滝沢園キャンプ場まで往復 110km のサイクリ
ングをした。

道は地図で見る限り複雑ではなく、往復 110km は自転
車ならばそう遠い距離でもないので、たかが知れてい
ると最初は甘く見ていたものの、高低差の激しい国道
246号線や、特にキャンプ場までの最後の道のりは登
山とでも言わんばかりの険しい坂で、予想以上に自分
の体力を奪われた。具体的には、国道246号線は高津
を過ぎたあたりから梶ヶ谷付近までずっとある程度の
斜度がある上り坂が続いており、登っていくとじわり
じわりと自転車の速度を落とされ、次第にペダルがこ
こまでいくかというところまで重くなった。野営用の
荷物もそれなりに多く、長い坂で速度を落とす要因の
一つとなった。続く鷺沼から中央林間までは小高い丘
を上ったり下ったりすることの連続であったが、道路
の舗装が正直言って劣悪だったため、下りで勢いがつ
かないまま坂を上らねばならないことが幾度も続き、
いらだちを覚えるほどにしんどかった。相模川を渡る
とカブ隊の時に登山をした大山を抱える丹沢山地が見
えてきた。だが滝沢園キャンプ場に着く気配は一向に
なく、十数キロもの上り坂の続く山道をただひたすら
に上った。

サイクリングの醍醐味である爽快感はあまり感じられ
ず、春特有の強風や日照り、国道の粉塵や排気ガスが
より一層厳しさを増した。往路だけでも、体がばらば
らになりそうだった。

今回はサイクリング用の手袋（平にクッションがつい
たもの）を装備していたため、手への振動はあまり感
じなかった。日よけのゴーグル（サングラス）も疲労
を少しは軽減させてくれた。やはり装備は物をいう。

110 キロを走りきれたのもそうだが、テントや食事を
シェアしてくれた後輩に対する感謝が大きい。改めて
礼を言いたいと思う。

■小針 恵太

今回のキャンプで良かったことは、食材を多く買わな
かったことだ。前回のキャンプでは食材を多く買い過
ぎてしまい、残飯が出てしまった。しかし、今回のキ
ャンプではほとんど無しに抑えることができたので、
これからも気をつけていきたい。良くなかったことは、
事前のテントの準備が遅かったことだ。キャンプで使
用するテントを受け取るのが前日になってしまい、組
み立ててペグがないことに気がついた時はもう遅く、
結局ペグが足りないままでキャンプに行くことになっ
ていまった。当日は何とかなったが、このようなミス
は今後しないように心がけたい。

■草嶋 優太

VS に入って初めてのキャンプ。BS と比べて人数が少
なくテントも初めてのドームテンキャンプ場の予約は
僕の役割……不安なことだらけの状態で朝を迎えたが、
移動から設営、炊事まで個々が BS で鍛えたスキルで素
早く作業できた。炊事では BS と違い薪ではなくコンロ

（？）的なものを使ったため BS に比べて格段に出来上
がるのが早くなった。目標に掲げた料理技術の向上は
達成できたのではないかと思う。もちろん、これから
もさらなる技術の向上を目指していこうと思う

■佐藤 章仁

今回僕にとってベンチャーでの初めてのキャンプとな
りました。ボーイ隊と違い、大人は誰一人としておら
ず、全ての行動に責任が降りかかる高校生のみのキャ
ンプ。終わった後に落ち着いて考えてみると責任から
逃げていた自分は子供だった事に、中学生だった事に
甘えていたのかもしれません。それを後になってとて
も気付かされました。
今回のキャンプの意図や趣旨とは、異なってしまうか
もしれませんがこれに気付いたことで高校生としての
自覚が増し、とても有意義なキャンプになったと思います。

■近藤 優悟
今回は、ベンチャーに上がって初めてのきゃんぷでした。
しかし、やるべき事をきちんとやって、有意義な時間を過ご
せたと思います。
帰りの電車のトラブルにも落ち着いて対応できて無事帰れ
てよかったです。

ベンチャー隊
４月 29~30 日隊キャンプ
@ 秦野市 滝沢園キャンプ場

ローバー隊
RS隊　隊長　渡口要

科学と詩 第6回

（つづき）

7. Semagram

　言語学SFとしての『あなたの人生の物語』は，宇宙人ヘ
プタポッドの文字が人類のどの文字とも異なる特徴を持つ
ことにポイントがあります．人間の文字を「能動態（≒受動
態）的文字」とすれば，ヘプタポッドの文字は「中動態的文
字」とでも言うべきものなのです．それは作中では「表義文
字（semagram）」と呼ばれます（著者テッド・チャンの造語
です）．
　映画版『メッセージ』の見所は，この表義文字の映像化
です．表義文字の意味や世界観を予習していた原作小説
の読者は，スクリーンに映るそのビジュアルに深く感動し
たのです．
　映画のテーマを理解するには，表義文字がどういうもの
か知る必要があります．そのためにも，まずは人類の文字
について説明しましょう．

7.1. 表音文字と表語文字（表意文字）
　人類の文字は，「表音文字（phonogram）」と「（広義の）表
意文字（ideogram）」に分類できます．
　表音文字は，アルファベットやひらがなのように，1つの
文字が発音と対応しています．例えば「A」や「あ」をどう読
むかは決まっています．そして，「A」や「あ」だけでは特に
意味がありません．
　それに対して（広義の）表意文字は，漢字や絵文字やア
ラビア数字など，1つの文字が意味と対応しています．例え
ば「山」や「(̂  ̂ )」や「1」などは，それぞれ意味を持ってい
ます．全て「1字」なのに意味があるのです．それぞれを表
音文字で表せば，「山」=「やま，mountain」，「(̂  ̂ )」=「う
れしい，happy」，「 1」=「いち，one」となります．
　さらに，（広義）の表意文字を，（狭義の）表意文字と表
語文字（logogram）に分けることもあります．
　（狭義の）表意文字は，1文字が意味を表すけれども，特
定の言語とは結びついていないものを指します．絵文字や
アラビア数字がそうです．「(̂  ̂ )」や「1」は意味を持ってい
ますが，それぞれ「何語なのか？」と問われても答えられま
せん．
　他方表語文字は，1文字が意味を表しつつ，それが特定
の言語と結びついているものを指します．漢字がそうです．

「山」は何語なのかと問われれば，「中国語または日本語」と
答えることが出来ます．

* * *
　ここで少し脇道に逸れて，（狭義の）表意文字とデザイ
ンの話をします．2018年さくら4月号の神田君の文章とあ
わせて読んでください．

　1964年の東京オリンピックで，（狭義の）表意文字に革
命が起きました．日本語を読めない外国の選手や観光客で
も分かるように，いわゆる「絵文字」が大量に考案されたの
です．デザイン評論家の勝見勝の呼びかけで，若かりし日

の横尾忠則ら11人の若手クリエーターが集まりました．彼
らが3ヶ月かけて作ったそれら「絵文字」は「ピクトグラム

（pictogram）」と呼ばれます（“picto”は“picture”から来
ています）．
　ピクトグラムの代表例は，トイレマークや非常口マーク
などです．冷静に見ると「単なる男女の絵」に過ぎないあの
トイレマークは，後に無印良品のトータルデザインなどを
手がけた田中一光が考案し，1964年の東京オリンピックを
きっかけに世界中に広まったのです（非常口マークの方は，
1982年に小谷松敏文・太田幸夫らによって作成・制定され，
1987 年に国際標準となりました）．
　ピクトグラムは，言語・文化・人種・年齢の壁を越えるユ
ニバーサルデザインです．実際，駅や公共施設など，いま
の世界はピクトグラムに満ちています．そしてそのような
世界の風景が作られた大きなきっかけが，外国人への「お
もてなし」に日本中が奔走した，1964年の東京オリンピック
だったのです．
　2020年の東京オリンピックも，（ユニバーサル）デザイ
ンの観点で眺めてみると面白いでしょう．
* * *

　話を戻します．以上で紹介した表音文字・（広義／狭義
の）表意文字・表語文字は，しかし全て同じ特徴を持って
います．それは，「文章を1まとまりの部分に分割出来る」
ことと「文章には文字の順番がある」ことです．
　ここで，クイズをしてみましょう．次の「文章」の意味が分
かりますか？
・「えがではがきつわたすしけたの O た」
　時間をかけて考えれば分かるかもしれませんが，簡単に
は分からないと思います．
　ではこれの「英訳」はどうでしょうか？
・「Lti oy es yOobm dp」
　これも，まず意味不明だと思います．
　最後に，「中国語訳」はどうでしょう？
・「是型型 O 血的我」
　これだと分かる人は多いのでは無いでしょうか．正解は

「私の血液型は O 型です」です．

　「私の血液型はO型です」という文章は，ひらがな・英語・
中国語で書くとそれぞれ「わたしのけつえきがたはOがた
です」・「My blood type is O」・「我的血型是O型」となりま
す．これらの文章は全て，1文字ずつに分割出来ます（ある
いは，単語や「形態素」と呼ばれるものに分割出来ます）．ま
た，語順が存在します．
　もし文字の順番をデタラメに入れ替えたらどうなるか？ 
試しにパソコンでランダムに（=デタラメに）入れ替えたの
が，先程のクイズです．
・「わたしのけつえきがたはOがたです」→「えがではがきつ
わたすしけたの O た」
・「My blood type is O-type」→「Lti oy es yOobm dp」
・「我的血型是 O 型」→「是型型 O 血的我」
　クイズをやってもらえば分かると思いますが，この中で
語順がデタラメでも理解しやすいのは中国語です．それは，
ひらがなやアルファベットが表音文字なのに対し，漢字が
表語文字，あるいは（広義の）表意文字だからです．
　さらに，「文字を1直線に並べて書く」ということをやめ
たらどうなるでしょうか？ つまり，文章から「順番自体」を
無くしてしまうのです．パソコンよりも手書きの方がいいの



ですが，やってみると例えば以下のようになります．

え
がで
はがき
つわたす
しけた
の O
た

Lti o
y es y
Oob
m d
p

是型
型 O 血
的我

　やはり中国語は意味を想像できますが，ひらがなと英語
は意味不明です．

　以上の例から，表音文字も表意文字も表語文字も，「文
章を1まとまりの部分に分割出来る」および「文章には文字
の順番がある」という特徴を持つことが確認できます．また，
文字の順番（語順）自体を無くしても，表語文字である中国
語（漢字）ならかろうじて意味が通じることも分かりました．  

7.2. 表義文字
　さて，ここからが本題．
　テッド・チャンのSF小説『あなたの人生の物語』では，宇
宙人ヘプタポッドが「表義文字（semagram）」を使います．
実はこの表義文字には，「文章を1まとまりの部分に分割出
来る」および「文章には文字の順番がある」という特徴が無
いのです．
　したがって，ヘプタポッドの書く（描く？）「文章」は，我々
が普通に使う意味での文章とは違います．その「文章」には，
筋道だった論理構造とか時間順序といったものが無いの
です．
　すでにお気付きかと思いますが，このような表義文字の
特徴は，2018年さくら5月号：【6. Middle voice】で説明
したヘプタポッドの世界観そのものです．つまり，以下の対
応が成り立ちます．
・人類の文字（表音文字，表語文字，表意文字）↔︎ヘプタ
ポッドの文字（表義文字）
・プログラミング↔︎曼荼羅
・時間順序的↔︎同時把握的
・事実確認的↔︎行為遂行的
・能動態↔︎中動態
・論理↔︎感情
・合理↔︎神秘
・主体↔︎繋がり
・近代市民↔︎遊牧民
・“zero sum” ↔ ︎“non zero sum”
　人類の文字が「プログラミング的」で「時間順序的」なの
に対し，ヘプタポッドの文字が「曼荼羅的」で「同時把握的」
であることは，映画版の『メッセージ』で見事に可視化され
ています．ぜひ鑑賞してください（ただし，映画で言語学者
ルイーズが表義文字を使う場面では，プログラミング的・
時間順序的・論理的描写がされていて不満が残ります）．

　能動態（≒受動態）的文字に対する中動態的文字とは，
つまり，人間の文字=プログラミング的文字に対するヘプ
タポッドの文字（表義文字）=曼荼羅的文字のことなのです．

　曼荼羅的な文字（=中動態的文字）を使うということは，
世界を曼荼羅的・同時把握的・行為遂行的に把握する，つ
まり中動態的な世界観を持つということです．なぜなら，思
考（の可能性・限界）は使っている言語によって規定される
からです．
　この事実は，例えば庵野秀明監督によるTVアニメ『新世
紀エヴァンゲリオン』の第8話「アスカ、来日」で，主人公の
シンジとヒロインのアスカとの間で交わされる次のやり取
りにあらわれています．

　 ア ス カ：L.C.L. Füllung, Anfang der Bewegung 
Anfang des Nerven anschlusses. Ausulösung von 
Rinkskleidung. Synchro-Start.
　シンジ：バグだ。どうしたの？
　アスカ：思考ノイズ！ ジャマしないでって言ったでしょ
う！？
　シンジ：なんで？
　アスカ：あんた日本語で考えてるでしょう？ ちゃんとド
イツ語で考えてよ！
　シンジ：分かったよ…バウムクーヘン。
　アスカ：バカ！！！ いいわよ、もう！ 思考言語切り替え、
日本語をベーシックに！
　アスカ：エヴァンゲリオン弐号機、起動！

　表義文字は，人類の文字と違って曼荼羅的です．しかし
クイズをやって確かめたように，中国語は，ひらがなや英語
と比べて比較的表義文字に近いと言えます．
　加えて，中国語に時制（過去形や未来形）が無いことも，
ヘプタポッドの文字が時間順序的ではなく同時把握的であ
ること，あるいはヘプタポッドの世界観において時間が無
いことと似ています．
　実は，『あなたの人生の物語』の著者テッド・チャンは中
国系アメリカ人です．このことは，この言語SF設定に対し
て重要な意味を持っていると思われます（ただしチャンは
現在，全く中国語を話せないようですが）．

　『あなたの人生の物語』（あるいは『メッセージ』）の主人
公ルイーズは，表義文字を身に付けることで，ヘプタポッ
ドの世界観をも自分のものにしていきます．つまり，能動態
的（≒受動態的）な世界観から中動態的な世界観に移行し
ていきます．
　そしてそれと並行して，彼女から過去と未来の区別が消
えていきます．すなわち，中国語と同じく時制が無い表義
文字の修得を通して，ルイーズの時間感覚はヘプタポッド
の時間感覚に上書きされていくのです．
　このような変化の表現は，小説あるいは映画のあらゆる
ところに散りばめられています．

7.3. 妊娠
　作品中で，中動態的なモチーフがもっとも分かりやすく
表れているのが，妊娠（pregnancy）です．
　中動態は「受動的能動」あるいは「引き受ける」態度であ
ると，2018年さくら5月号：【6. Middle voice】で述べま
したが，妊娠はまさに受動的能動あるいは引き受ける態度
そのものです．赤ん坊を「授かる」，あるいは，赤ん坊は「コ
ウノトリが運んでくる」といった表現から分かる通り，妊娠
には能動的ではなく受動的な面があります．赤ん坊は「や

ってくる」ものなのです．
　ところが一旦やってきた赤ん坊を，親は受け入れなけれ
ばなりません．親になることを引き受けるわけです．

　私にも2年前に息子が生まれました．そのおかげで，中
動態的世界観がどういうものか，引き受けるとはどういうこ
とか，感覚としていっそう分かるようになりました（「生まれ
る」という日本語が中動態的言葉であることは，2018年さく
ら 5 月号：【 6. Middle voice】に書いた通りです）．
　しかし実際に妊娠した妻は，より切実にこの感覚を経験
したはずです．性差に基づく発言には注意を払わなければ
なりませんが，少なくとも妊娠にまつわる生物学上の差異
において，中動態は男性よりも女性と親和性が高いのです．

　そう考えると，『あなたの人生の物語』の主人公ルイーズ
が女性であることは決定的に重要です．「女性は論理的思
考が苦手で感情的な生き物だ」の類のステレオタイプは実
に退屈です．しかしその上で言えば，妊娠が中動態的経験
そのものであるが故に，表義文字を身につける主人公は女
性でなければならなかったのです．
　実際，作品中ではルイーズの妊娠と子育てが，ある変わ
ったやり方で描かれています．なぜそのような表現がなさ
れるのか．ここまでに説明してきた時間感覚や中動態的世
界観を理解したとき初めて，その意味が分かるのです．

（つづく）

6 月 17 日 ( 日 )　　育成会役員会（予定）
6 月 23 日 ( 土）　 団委員会・団会議　19：00〜　奥沢地区会館第 2 会議室

会議予定

〈育成会副会長からご挨拶〉

育成会役員会 　5 月 8 日（火 ) 9：00〜12：00 玉川総合支所（仮設庁舎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等々力庁舎 1 階会議室
○ 総会資料印刷
○ 入団説明会報告
○ 会計監査報告
○ 総会当日に関する打合せ
○ 役員決めについて

会議報告

育成会副会長 草嶋 育子

今年度、副会長を務めさせていただきます草嶋です。
去年夏にはスカウト達と一緒にキャンポリーに参加し、
自ら考え互いに協力し合うスカウト達の頼もしい姿を
見ることが出来ました。私自身、副会長二期目となりま
すが、まだまだ不慣れな部分も多いため今年度も皆様
のお力を借りながら進めて参りたいと思いますのでご
協力の程、よろしくお願い致します。

育成会副会長 舟橋 奈緒美

今年度、育成会副会長をさせていただく舟橋と申しま
す。
息子がボーイ隊でお世話になっております。この一年、
団の活動がスムーズに行えるよう、微力ながらお手伝
いさせていただきたいと思っております。どうぞ宜し
くお願いします。
保護者の方々のご協力も引き続きよろしくお願い致し
ます。



※開会の挨拶
※長年に渡り 5団の活動にご尽力頂いた横山さんのご逝去にあたり、黙祷
※資格審査：出席者 30名、委任状 32通、計 62名
→ 育成会正会員数 (76名) 過半数に達しているので総会成立
※議題
(1) 平成29年度 活動報告、会計報告及び監査報告 ： 承認されました
(2) 平成30年度 活動計画、予算案 ： 承認されました
(3) 平成30年度 育成会、団役務奉仕者選任 ： 承認されました
(4) その他
※平成30年度 育成会 団役務奉仕者 
<育成会>
会長　　　　澤武雄
副会長　　　草嶋育子　舟橋奈緒美 
書記　　　　太田奈美　河津若来
会計　　　　大野一美　原ふみ子
会計監査　　近藤千夏　水野幸子
<団委員>
花俣裕二 　　澤武雄　　  高柳彰男　　山田裕紀
保科千鶴子　　磯田晶子　　小針恭子
<各隊隊長>
ビーバー隊　　　草嶋隆行
カブ隊　　　　　土屋彰男
ボーイ隊　　　　石崎琢磨
ベンチャー隊　　山田良磨
ローバー隊　　　渡口要

※団委員長より挨拶
昨年度は、65周年の団キャンポリーを開催。皆様のご協力もあり、無事に終了することができた。
今年度の大きな行事としては、4年に1度の日本ジャンボリー（8月3～10日）が行われる。これまで定員が決められていたが、今
回からは希望者全員が参加出来ることになり、ボーイ隊16名・ベンチャー隊4名・リーダー6名の計26名で参加予定。
また大きな変更点として、日本スカウト連盟の登録費値上げに伴い、来年度から登録費を値上げせざるを得ないことをご了承い
ただきたい。
※スカウト、リーダー登録費の値上げについて
※ 5団スカウト構成（男子団）の見直し提案

以上

< 平成 29 年度 定例育成会総会報告 >


