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ビーバー隊
ビーバー隊隊長　草嶋隆行

　団行事のＢＰ祭です。ビーバーにとっては普段あま
り見ないお兄さんたちに囲まれる機会です。誓いを唱
和し、ロウソクを灯していきます。一通り終わった後
は全体でのゲーム大会！お兄さん達に負けないくらい
はしゃいでいました。その後は九品仏まで歩き、初め
て浄真寺境内を巡りました。実は私にとっては初の浄
真寺。参加スカウトに聞いたら行ったことあるスカウ
トが４人いたので、彼らに見所案内をお願いしました。
それぞれの観点で見所に連れてってくれるのは可愛く
もあり、また、今後のスカウト活動の予習にもなった
かも知れません。今後もこのようなスカウトの自主性
を刺激するような内容を工夫していきたいと思いまし
た。
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2 月 17 日　団行事　BP 祭

カブ隊
CS隊 副長　三園真也

　年々仕切りが機能しスムーズになっております。
逆にスイスイとプログラムが進行し、後半のスケート
との時間調整に慌てました。

1組　くま　長井達大 

　BP祭では、ベーデンパウエルの誕生日でカブとボー
イなど分かれて活動を表明できました。さだめなども
上手にできたと思います。
　アイススケートでは、皆で楽しく自由に遊び、ケガ
のないように一組のみんなを見守り見わたしながら活
動しました。
　一日中楽しいカブスカウトになりました。

2組 しか 高木 彩多

　今日は BP祭& スケートでした。BP祭ではセリフを
大きな声で言うことができました。スケートではたく
さん滑って楽しく活動することができました。



２月３日　ミニハイク
ビーバー隊

ビーバー隊隊長　草嶋隆行

　久々に歩いてみました。３時間のミニハイクです。
今回のコースは保科副長考案で、九品仏駅から大岡山
経由で林試の森までの 6km です。今回のコースは大井
町線、東横線、目黒線に沿ったり横切ったりと、鉄分
の高いコースとなりました。奥沢、緑ヶ丘、武蔵小山
と姿を変えていく住宅街もなかなか興味深かったし、
東工大の構内を歩く、という保科さん以外は初めての
経験もしました。
　一方で、スカウトにとっては、たまに色んな角度か
ら色んな電車を見れるコースとはなりましたが、やは
り、久々のハイクで少し疲れたかもしれません。が、
引き続き歩きます！

ボーイ隊
BS隊 トナカイ班 今林武士

　BP祭というイベントに参加して BP がバ－デン パウ
エルというボーイスカウトの創始者の名前であること
がわかりました。父に話したら知らなかったの？と言
われてしまいました。

２月３日　てくたくハイク
カブ隊

カブ隊　副長 本間千香

　今年も晴れ！ 2月初旬なのに 10℃以上の気温。暑か
った～。ここのところ 恵まれています。
　今年のコースは等々力渓谷コースで環八の北側 南側
と 1番範囲が広くまわる石碑も 40ヶ所と多いコースで
も ありました。
　なので スカウトにも 全部回りきるのは難しいと 伝
えてからスタートをさせ 地図を見ながら組で協力して 
まわってもらいました。年間スケジュールを見てもら
ってもわかるように カブ隊の活動はハイクから始まり
ハイクで 終わり 常に歩いています。なので 2月のてく
たくハイクはスカウト同士の協力 自分の得意な分野は
何か 仲間の歩く速さなどを考えて ( 励まし合い )最後の
得点も決まるという活動です。
　この 1年を通して スカウトはとても成長していまし
た。40ヶ所は回れないと思っていましたが 2組は残り
1ヶ所の 39ヶ所を回ってきましたし 他の組も 30ヶ所以
上まってきたことに とても びっくりしました。

　また 三年後にこのコースを回ると思います。その時
は時間を 30分伸ばし スカウトが完歩できるよう 企画
したいと思います。
　カブ隊は歩きます。歩けます！保護者の方  々息子さ
んを褒めてあげて下さいね！今年最後のお別れハイク 
スカウト達と一緒に歩きませんか？お待ちしておりま
す。

２組DL　石井無二 

　てくたくハイクでは、等々力渓谷コースの 40箇所の
石標を回り拓本を取ってきました。各組地図を見なが
らどこから回ると効率が良いか、相談しながらスター
ト。
　２組はとりあえず近いところからグルッと回ろうと
スタートしました。途中、他の組とすれ違う度に「今
どれくらい回った？」「秘密～」と言い合いながら、競
っていました。
　本年度も終わりに近づくと、昨年の 4月に比べ、体
力もつき、「疲れた」「歩けない」と弱音を吐くスカウ
トはいなく、頼もしい足取りで回ることが出来ました。
２組は 40箇所中39箇所も回ることが出来てダントツ
１位でした。
　各組とても頑張って回りました。今回、回りきれな
かった箇所を是非ご家庭で回り完成させて頂き、普段
カブ隊でどのようなことを子ども達が行っているのか、
親子で体感して共通の話題にしてみて下さい。完成さ
せると記念品も貰えますし、良い思い出となると思い
ます。

3組　うさぎ　和田 連

　ぼくにとって初めてのてくたくハイクでした。終わ
った時には足がいたかったけど、みんなと協力して拓
本を見つけるのは楽しかったです。次は全部あつめら
れるといいなと思いました。

２月 17 日　スケート
副長　三園真也

　上達も早くサブリンクでの練習後すぐにメインリン
クで楽しそうに滑っていました。
　スケートに関して、たかが年に一回ですが、くまス
カウトの滑りを見ていると技術は蓄積されるものだと
思いました。



2 月 3 日　信仰奨励章研修 @ 成城教会
BS隊 オットセイ班 佐藤陽仁

　今回のボーイスカウトでは神父様から宗教について
話を聞きました。
　神父様は日本の宗教の考え方と外国の宗教の考え方
の違う所や宗教心の考え方について話してくれました。
その話を聞いて僕は自分の考えていた宗教の他にも少
し視点を変えたら全く違う考え方ができることを知る
ことができました。宗教についてもっと知りたいと思
いました。

BS隊 カモメ班 青木睦歩

　普段の生活にはあまり関係ない話しと思っていたが、
神父さんのお話を聞いているうちに、ひとつひとつが
生活に関係していることがわかってきた。今回は参加
者が少なかったため、これから隊の中で広めていこう
と思う。

BS隊 トナカイ班 今林武士

　りっぱな教会で世田谷の他の団と合同で話を聴いた。
少し眠かったけど最後まで普段聴けないためになる話
を眠らないで聴けました。

ボーイ隊

2 月 17 日　炊事訓練＠奥沢地区会館調理室
（午後）

BS隊 オットセイ班 河田晴太郎

　調理では、魚のホイル焼きを作りました。ぼくはお
店で、ホイル焼きに合うようにレモンを買いました。
これは試しに買ってみたのですが、実際に食べてみた
らとても合っていて、おいしかったです。→佐藤くん
にも「これは正解だ！」と言われました。
　また、りんごの皮むきでは、怖くて上手に早くむけ
ませんでした。そして ... 他にも、たきこみごはんやみ
そ汁もとてもおいしかったです。

2 月 4 日　東京都共同募金会
会長表彰受賞式
ＣＳ隊副長　清水恵子

　２月４日、都庁第１庁舎大会議室で開催された東京
都社会福祉大会に出席し、東京都共同募金会会長表彰
を受賞しました。
　もう数十年と続けているカブ隊の赤い羽根共同募金
の活動が評価されたものです。
　花俣団委員長が出席、カブ隊から土屋隊長、青木副
長と私が同行しました。
　表彰状と記念品をいただきました。
　大企業にまじり、ボーイスカウトでは他に３団が表
彰されました。

　表彰は「高額寄付功労」によるものなので、肝心な
のはこれまでの累積額？　だとすれば、たまたま今年
受けたというだけであって、いままで募金活動にかか
わったスカウトとリーダー全員でいただいた表彰だと
思います。

　毎年募金活動の際、スカウトには「集まった金額で

はない、どれだけ自分なりにがんばったかが大事」と
話していますが、金額も大事かもしれません (^o^)

…いやいや、カブ隊の募金活動で大事なことは、去年
の自分より大きな声が出せたか、初めてだけどがんば
ったか、ですよね！

2 月 24 日　
天皇陛下御在位三十年記念式典奉仕
3組　くま　秋山達彦

記念式典は国立劇場で行われました。会場全体で
１３００人来ていたそうです。
安倍首相や菅官房長官、公明党の山口代表、福島県知事
などがいらっしゃっていました。僕らは国立劇場の入
り口付近に立っていました。天皇陛下が車で僕らの前
を移動されていった時に、日の丸の旗を振ってご挨拶
すると、陛下が手を振って下さいました。とても嬉し
かったです。
　記念式典では歌手でダンサーの三浦大知さんたちが
パフォーマンスを見せてくれて、僕たちは会場には入
れませんでしたが大きなモニター画面で見ることがで
きました。特別な時間を過ごしていると気分が高まり
ました。
ごく少数の人しか参加できない貴重な体験をでき、と
ても感謝しています。ありがとうございました。



ローバー隊　保科玄樹

　1月20 に行われた月の輪ハイクを計画しました。
神田副長が場所を指定し、私が 25000分の 1 の国土地
理院地図で指定された場所の座標を調べ、座標と座標
のヒントになる写真が載ったプリントを作成しました。
25000分の１の座標調べはベンチャースカウトで参加
するかもしれない、50 キロオ－バナイトハイクで使う
ので、覚えておくといいです。ハイクの結果は、カモ
メ班が 1点差でオットセイ班に勝ちました。トナカイ
班は 3位です。私の失敗は計画作成が遅くなってしま
ったことです。しかしスカウトが怪我することもなく、
安全に活動することが出来てよかったです。私が同行
した中で池尻大橋ジャンクションの屋上庭園がとても
よかったです。

カブ隊＆ボーイ隊＆ローバー隊
２月１ 0 日　月の輪ハイク
@ 玉堤地区会館・多摩川
1組　月の輪　長井達大 

　今回は、3回目の月の輪でした。
午前中はカブでは行わない国旗についてなどを先輩に
教えてもらいました。僕は午前だけでは全ては身につ
きませんでした。
　だけど、午後に学んだことを生かして実践出来まし
た。そのあとは自然に身についていました！
総合的には 1位ではなかったけど旗の動きは良かった
ので続けていきたいです。
　1、2年後は教える側になるのでしっかりと復習した
いです！

2組　月の輪　横山優輝 

　今回は、午前は国旗やロープその他色々な事を学び
ました。午後は午前に学んだ事を復習しました。また、
国旗を揚げる、降ろす事の難しさも知りました。
　この様な事がボーイスカウトになればあると思うと、
今すぐにでもボーイスカウトに入りたくなってきまし
た。

3組　月の輪　秋山達彦

　今日はボーイスカウトになるための勉強をしました。
午前中は勉強、午後は応用で外に出ました。今日はス
カウトペースというとても早く歩くことになってまし
た。とても疲れてしまったけどいろんな勉強で楽しか
ったです。

BS隊 カモメ班 舟橋虹太

　今回のプログラムは、午前中は座学、午後は午前中
の復習も兼ねてハイクというまあまあ盛りだくさんな
プログラムだった。
　午後のハイクはスカウトペースで歩かなくてはなら
ず、これが結構しんどかった。それでも月の輪スカウ
トを含め、カモメ班の団結力が高まった気がしたので
よかった。

BS隊 トナカイ班 長井謙介

　今回は月の輪に、ロープや国旗について教えたりし
ました。
　磯田君がわかりやすくプリントを使って教えてくれ
て、自分もとてもいい復習になりました。午後は午前
やったことの復習をしましたが、とてもスムーズに動
けました。班行動が未だ慣れていない人とでも仲良く
協力して楽しむことができました。たくさん協力が出
来て、最優秀班にまで表彰されました。僕もいい手本
になれるよう頑張ります。
　月の輪がボーイに入ってくることを楽しみにしてい
ます。



育成会役員会　2 月 10 日 ( 日 )9:00～12:00　奥沢地区会館 活動フロアー

1. 入団説明会チラシ印刷・仕分け作業
2. 次期役員選出準備
3. 上進式、会計監査（ 4/7）
4. 総会準備
九品仏餅つき大会実行委員会の反省会に出席　 2 月 14 日 ( 木 )

団会議・団委員会　　2 月 23 日 ( 土 )19：00～　奥沢地区会館第 2 会議室

★　各隊報告
★　登録終了　スカウト数：ＢＶＳ隊 1 名、ＣＳ隊 24(23) 名、ＢＳ隊 19 名、ＶＳ隊 8 名、
　　　　　　　　　　　　    ＲＳ隊 13 名　　　計 65 名
★　上進式　　4 月 7 日　9：00～　新奥沢地区会館大会議室
　　会計監査
★　総会　　　5 月 26 日　3：00 ｐｍ以降　　場所未定
★　その他報告
　　　　磯田君 (VS 隊 )　 隼 ( ハヤブサ ) スカウト章　取得
　　　　カブ隊　「赤い羽根の共同募金」表彰状を東京都共同募金会より授与されました。

会議報告

3 月 10 日 ( 日）「入団説明会」 10：00～ 玉堤地区会館第 2 会議室（２Ｆ）
　　　　　　　　　　　　   11：00～　河川敷にて活動を見学
3 月 23 日 ( 土 )　団会議・団委員会　20：00～ 尾山台地区会館第 1 会議室
4 月 7 日 ( 日 )　 会計監査 

会議予定

～育成会より～
2/10 有志の方のご協力をいただき、入団説明会のチラシを 2650 枚印刷。
近隣の小学校・幼稚園・保育園・児童館等 約 20 箇所に配布しました。
ありがとうございました。


