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団行事　４月７日　上進式・入隊式
上進、入隊おめでとうございます！

ビーバー隊からカブ隊に上進

小川　優祐   おがわ　ゆうすけ
河田　陽太郎  かわた　ようたろう
菅家　知大   かんけ　ともひろ
佐藤　馨太   さとう　けいた
渋谷　陽大   しぶや　ようた
都築　穣    つづき　じょう
浜田　一陽   はまだ　かずひ
原　知輝    はら　ともき
水野　百々福  みずの　ももふく

カブ隊に入隊スカウト

榎土　守    えのきど　まもる
佐野　浩二   さの　こうじ
石原　槙伍   いしはら　しんご
大西　貴己   おおにし　たかき
實井　悠人   じつい　ゆうと

カブ隊からボーイ隊に上進

長井 　達大　　　ながい たつひろ
中嶋 　太輔　　　なかじま たいすけ
横山 　優輝　　　よこやま ゆうき
秋山　 達彦　　　あきやま たつひこ

ボーイ隊からベンチャー隊に上進

　浅井　高暁
　太田　雄飛
　保科　源

ベンチャー隊からローバー隊に上進　

　磯田　悠生
　日色　駿介　
　日笠　裕貴

弥栄、弥栄、弥栄 !!!
ビーバー隊
ビーバー隊隊長　草嶋隆行

　いよいよ2018年度のビーバー隊最後で新年度ビー
バー隊の最初の行事となりました。
　今回は９名の上進に伴い、一時的にビーバー隊が一
人になるという、分かっていたことではありますがな
かなか凄い日となりました。９人それぞれがカブ隊に
上進していき、いよいよ一人となったスカウトとぽか
ぽか広場にミニハイクに行きます。朝の集合の時にい
っぱいいた仲間がいきなり全員いなくなり、テンショ
ンが下がり気味なのは否めませんが、気を取り直して
広場に向かいます。春ということで、つくしを探そう、
という企画としましたが、残念ながらどこを探しても
つくしはありませんでした。では、ねこじゃらし公園
でも探してみよう、と移動しました。そこではつくし
の代わりにオタマジャクシを見つけ、ペットボトルに
何匹か捕まえて帰りました。解散セレモニーも一人の

スカウトの４方を大人が囲む形となりましたが、早い
ところあと数人は入ってくれないと厳しい、と改めて
感じてしまった一日でした。



カブ隊　副長　三園真也

もう、そんな時期か！が正直な感想。

カブ隊に入ったスカウトがあっと言う間にボーイに上
進して、ボーイのスカウトがみるみる大きくなって、
1年どころか、3年が早く感じる。

組長になったスカウトが急に活躍するようになったり、
新しいスカウトが入って活性化されるので、もっと楽
しい活動が出来るように、しっかりサポートしなきゃ。

1組　くま　石井聖矢

組長、次長を決めて僕が組長になりました。
新しい子達にスカウトの基本を教えるのが大変だった
けど、良く教えられたと思います。これから組長で頑
張っていきたいです。

カブ隊
カブ隊、今年も　歩くぞ！　　　

カブ隊長　土屋彰男

　カブ隊、今年度は、スカウト4組28人、指導者17人
で活動します。
　高原、山、湿原がそろった入笠山での夏季舎営、大山
登山、いくつかのハイクなど楽しい企画を指導者皆で
練って展開します。
　まわりをよく見ながらじぶんの足でおおいに歩く。
　いかに知力、体力がすぐれていても、ずるをしたり、
弱いものをいじめたりする人はりっぱな人ではありま
せん。
　カブ隊は、徳力を高めることに力を入れます。
　カブスカウトは、上進、入隊するときにカブスカウ
トの約束をしました。
・ぼくは、まじめにしっかりやります
・カブ隊のさだめを守ります
さだめは、次の５つです。
カブスカウトは、
①すなおであります
②自分のことを自分でします
③たがいに助けあいます
④おさないものをいたわります
⑤すすんでよいことをします
　野外活動を中心に幅広く活動を行いますが、常に上
の約束とさだめが実践されるよう指導者一同努めてい
きます。
　約束とさだめは、カブブックに解説付きで記されて
います。親子でよくお読みになり、家庭内でもご留意
ください。
　本年も、ご支援、ご協力をよろしくお願いします。

2組  くま  高木 彩多

今日の活動は上進式・入隊式でした。ビーバースカウ
トが上進、新しいスカウトが入隊しました。僕は組長
になりました。今年度はカブ隊の人数が多くなったの
で、より一層先輩スカウトとして良いお手本となれる
ように頑張りたいです。

また、組長としてみんなを引っ張って行けるよう努力
したいです。

ボーイ隊
BS隊隊長　保科潔
「学び合おう 高め合おう時にはハジケよう！」

２０１９年度の活動がいよいよ始まりました、ご経験
豊かな、河田副長と元ＢＳ隊長 飯田副長が加わりスカ
ウトの進歩進級を支える体制も良い方に向かっていま
す。また今年度は班活動をフィールドで形にしようを
テーマに班の自治を高めて行きます、リーダーとスカ
ウトが学び合い、高め合い時にはハジケルような活動
を目指します。保護者の皆様ご理解ご支援よろしくお
願い申し上げます。

BS隊 オットセイ班 阿部哲也

この上進式では、今まで僕たちを引っ張ってくれた太
田くんや、保科くんがベンチャー隊へと上進し、僕た
ちの代が、ボーイ隊の一番上となりました。僕は、新
オットセイ班の班長になり、これから班を引っ張って
いくことになります。今年の班の僕としての抱負は、
ほかの班の見本になること、そして、ボーイ隊の活動
の中で、中心に立つことです。今年度は新たに２人ス
カウトがオットセイ班に加わり、充実した活動が行え
ることに善処するとともに楽しみにしています。今年
度一年間よろしくお願いいたします。

BS隊 オットセイ班 河田晴太郎

上進式で4人の後輩たちが加わり、ついに僕は先輩に
なりました。みんなのお手本になれるように頑張りた
いです。また、早く2級章をとって少しでも先輩たち
に追いつきたいです。

BS隊 オットセイ班 秋山達彦

僕は今日上進式に出席してボーイスカウトになりまし
た。上進式では、ちかいを述べたのですが、緊張して
忘れてしまいそうになりました。上進して思ったこと
はカブスカウトとは違い一人一人に役目があることで
す。会計や、安全、備品、筆記などの役目があり一人
の重要性を感じました。これから戸惑うこともあるけ
れど、先輩たちを見習ってボーイスカウトの4年間を
過ごしたいです。

BS隊 オットセイ班 長井達大

僕は今回の上進式で改めてボーイに上がった事を実感
しました。上進式では3つ誓いを言えてよかったです。
そして班が決まってオットセイ班になると先輩のスカ
ウトが優しく接してくれて嬉しかったです。いよいよ
ボーイの活動が始まるけれど僕は受験で1年間休みま
す。1年後になって知識や技術でおいて行かれないよ
うに日々学び、休みながらも活動します。戻れるのを
楽しみにしています。

BS隊 カモメ班 阿部達也
今回の上進式で5団は世田谷で一番大きい団になりま

した。ぼくは、カモメ班の班長となり、班が物事をス
ムーズに進められるように
頑張っていこうと思います。

BS隊 カモメ班 石井優也

上進式という事で、元カブの後輩たちがボーイ隊に入
ってきました。自分が先輩になったんだという実感が
わき、それと同時に、ボーイ隊に入ってもう一年も経
ったのかと思いました。明るくメリハリのある、後輩
たちのお手本になるような先輩になりたいです。

BS隊 カモメ班 中嶋太輔

僕は、カブ隊からボーイ隊に上進して、ちょっとだけ
お兄さんになれた気持ちになりました。誓いのときに
保科隊長が面白くて笑ってしまいました。これからは
ボーイ隊で楽しく活動していきたいです。

BS隊 トナカイ班 青木睦歩

4月７日、上進式があった。この日は途中参加だったた
めセレモニーには参加することはできず、その後の班
での係決めからとなった。ぼくは記録係となった。一
年間しっかりと、係の仕事をまっとうしたい。そして
班長、次長を支えていきたい。今年から上がってきた
スカウトたちのいいお手本になれるように。そしてな
により言いたいことは、カブ隊から上がってきたみな
さん、上進おめでとうございます！

BS隊 トナカイ班 横山優輝

僕は上進式に参加して、改めてボーイ隊に上がったと
いう事を実感しました。緊張してあまり話せなかった
けれど、トナカイ班のみなさんが優しく接してくれた
ので嬉しかったです。これからボーイ隊の活動を頑張
っていきたいです。



ビーバー隊隊長　草嶋隆行

　３月の入団説明会に来ていただいた福部君が入隊し
てくれました！これで一気に倍の２人です。入隊式を
行い、宝来公園に向かいます。途中は、何色の花を見
つけることができるか、数えながら移動しました。公
園ではカメやカモなど色々な生き物を見つけながら、
本日のメインテーマ、絵の題材を探します。二人とも
池を題材に決めて上手に書けました。たまたま同じ小
学校で同学年ながらあまり話したことのなかった二人
ですが、半日の活動を通じて仲良くなれたようで何よ
りでした。

４月 2 １日　宝来公園ハイク
ビーバー隊

Cカブ隊　副長　秋山真一

たくさんの上進＆入隊スカウトを得て、新年度最初の
集会です。
浄真寺にお参りしてぽかぽか広場へ移動、整列や集合・
解散の基本動作の訓練と、歌、組集会の訓練を行いま
した。
最初は回れ右で左回りしてしまうスカウトがいたり、
U字形の集合のはずが角張ったコの字形になってしま
ったりしていましたが、
だんだんカブスカウトらしい格好いい姿になっていき
ました。
次回の集合時に覚えていてくれるかな？

1組　DL　大西美由紀 

始めての隊集会で緊張しましたが、デンリーダーとし
ての役割を少し理解出来ました。また、自己紹介で組
のメンバーを知る事が出来良かったです。

4 月 21 日　基本動作訓練
カブ隊

3組　くま　藤田航成

今日の基本動作では、初めて会ったウサギと、前から
いたシカと一緒に活動しました。僕は、あまりウサギ
をまとめられなかったので、次からは組長としてしっ
かりとまとめたいです。
次の活動では、豚汁を作るので、みんなと協力して1
番おいしい豚汁を作りたいです。
1年間、がんばって最優秀組賞を取りたいです。

4組　くま　草嶋海斗

新メンバーで組長をやり、昨年組長代理で学んだ事を
生かして行動しました。
新しく入った佐野くんはとても大人しかったのでいい
と思いました。えのきど君とは楽しく大乱闘の話がで
きて良かったです。佐藤くんはビーバー隊から一緒な
のでやりやすかったです。
これからも組長としてみんなをひっぱっていきたいで
す。

ボーイ隊
3 月 29～31 日　スキー訓練
＠栂池高原スキー場（長野県）
BS隊 オットセイ班 阿部哲也

今回のスキーキャンプは、3月の終わりで雪があるか
ということを心配していましたが、案の定、雪が全然
なくて楽しく安全に滑ることができるか心配でした。
僕は、スキーの経験がある程度あったため、ほとんど
自由と言っていい状態で滑りました。一日目は、そこま
で難しいところまで行きませんでしたが、僕を含む4
人で楽しく滑ることができました。今回の宿舎は、ロ
ッジ幸と言うところに泊まらせていただきました。ゲ
レンデからもかなり近く、お風呂が大きかったので、
生活においては、難を感じずに動きました。ご飯もお
いしかったです。しかし、二日目。雨が、午後に降っ
てきたため、スキーウェアを着ているにもかかわらず、

Tシャツまでビショビショになってしまいました。ス
キーウェアは部屋に持ち込まなければならなかったの
で、あとで拭くことができるようにとフローリングの
場所に干した結果、次の日は、完璧に乾かず少しやな
思いをする羽目になりました。三日目は、スキー検定
があったため、滑っている自分の姿を想像しながら、
丁寧に滑ることを意識しました。スキー検定自体は、
1.5級と言う結果に終わってしまったものの、うまく
なったと実感できるスキーキャンプとなりました。し
かし、帰りのバスでケータイを無くしてしまい、未だ
に見つかっていない状況なので、忘れもの、落とし物
に関して反省点が残ってしまいました。



BS隊 オットセイ班 河田晴太郎

今年2回目のスキーだったので、うまく滑ることがで
きました。そして、このスキー合宿でさらにうまく滑
れるようになりました。それは、飯田副長が僕の知ら
ない技術をたくさん教えてくださったからです。その
おかげでシュテムターンなど難しい滑りもできるよう
になりました。これからも今回のレッスンを忘れずに
次回に繋げたいです！

BS隊 カモメ班 阿部達也

今回のスキー訓練は、長野県の栂池高原スキー場で行
いました。1日目は、午後から訓練を行いました。その
日は雨も降ることなく滑れました。2日目は、途中から
雨が降り出し、良いコンディションとは言えませんで
した。そのため、スキーウェアや手袋が濡れ、最後の
方はとても寒かったです。お風呂が最高でした。3日目
は、スキー検定(Jr)を行いその後バスで帰りました。
怪我もなくいいスキーだったと思います。

BS隊 カモメ班 舟橋虹太

スキーキャンプに参加するのはこれで2回目なのだが、
正直なところ雪質は本当に悪かった。ここまで滑りに
くいゲレンデは生まれて初めてだった。それでも(個
人的には)結構成長できたと思う。カービングターン
も少しできるようになり、検定では(おそらく)今まで
の中で最高の滑りを見せることができたからだ。「ス
キーは楽しい！」と改めて実感できた3日間だった。ま
た来年も参加したい。そして最高の雪質であることを、
心から祈る。

BS隊 カモメ班 石井優也

ぼくは、スキーの知識がほとんどなく、あまり滑った
ことがないうえ、少し苦手だったので今回のスキー訓
練に行く前は、少し不安でした。しかし、リーダー達
に三日間教えてもらったおかげで、初心者コースは滑
れるようになりましたが、まだ積もった雪の中に突っ
込むこともあります。試験では、一回転びそうになり
ましたが、3.6級を取ることができました。来年は、2
級又は3級を取り、中級者コースも滑れるようになり
たいです。夜プロでは、準備運動を教わりました。ぼ
くは、体が硬いので、家でもやってみたいです。

BS隊 トナカイ班 長井謙介

今回のスキー合宿では、班長として行動をしました。
今回のトナカイ班は自分を含めて3人しかおらず、楽
かなと思っていましたが、班の子の行動を見ているこ
とが大変でした。自分が準備不足のため遅れたので、
配膳を後輩にやらせていたことなどが、良くないと思
いました。スキー自体はとても楽しく、上手く滑れま
した。特にパラレルターンが下手だったが、今回は自
分の中でかなり成長したと思います。そして、班員も
大きな怪我もなく、無事終わったので、とても楽しめ
ました。来年もまた行きたいと思います。

BS隊 トナカイ班 村山太河

今回は僕にとっては二回目のスキーキャンプで、人生
二回目のスキーでした。去年は全くの初心者で、せい
ぜい中級が滑れるようになったところでしたが、今年
は中級や上級にも挑戦し、滑ることができました。前
回のスキーから一年以上間が空いていましたが、去年
より確実に滑りが上達したのを感じました。例えば去
年はできなかったパラレルターンや直滑降も、初級コ
ースならばできるようになり、とても嬉しかったです。
去年より滑れるようになったことで、スキーがもっと
楽しくなり、充実したスキーキャンプを過ごすことが
できました。また、夜も先輩たちと一緒に遊んでたく
さん笑ったのも、今回のスキーキャンプの良い思い出
となりました。

BS隊 トナカイ班 青木睦歩

3月29日から31日までスキー訓練があった。
今回でスキーは２回目。と言っても１回目は小学３年生
のとき。つまり、スキーは１回目も同然なのだった。
だから1日目は感覚をつかむのに精一杯だった。特に
１回目の滑りは初級のゆるやかな坂でさえも恐怖だっ
た。しかし２日目には、一般の３級の項目にもあるシ
ュテムターンが初中級のコースでできるように。そし
て検定では、1日目はここで書けないほど散々であった
ぼくが3.2級をかく得することができた。これは指導
のおかげだ。初級者から上級者までが楽しめるすばら
しいゲレンデだった。ところで今回の活動で太田くん
のボーイ隊での活動が最後でした。ベンチャーでもが
んばってください。



会計監査  　4 月 7 日　新奥沢地区会館
　　　　　  4 月 3 日　ＢＳ隊　会計監査

会議報告

5 月 10 日 ( 金 )　育成会　総会資料印刷・発送作業　9:00～12:00  玉川総合支所仮庁舎１ F 印刷室
5 月 11 日 ( 土） 団会議・団委員会　20：00～　尾山台地区会館第 1 会議室
5 月 26 日 ( 日） 育成会総会　15：00～16：30　新奥沢地区会館大会議室
　　　　　　　総会終了後　育成会新役員顔合わせ

会議予定

4 月 21 日　基本訓練（動作、掲揚、セレモ
ニー、設営）＠多摩川周辺＊ 4 月 20～21 日 
長井、中澤 2 名：世界ジャンボリー訓練舎
営 ＠川崎青年の家
BS隊 オットセイ班 阿部哲也
今回の訓練は、新班長として、また、新オットセイ班
としての初めての活動でした。この訓練では、基本動
作、国旗掲揚・降納などの確認、そして立ちかまどを
作りました。立ちかまどは、シルバーウルフでしか作
ったことがなく、ボーイスカウトらしい活動ができた
なと思います。今回の活動では、班としては、予想通
りのものができたし、ある程度時間通りにできたこと
が収穫だと思っています。また、巻き結びを始めとし
た、キャンプ時に応用できる、縛り結びなども新入生
を含め学習できたことは大きいと思います。一個人の
反省としては、全員が、常に働いている状況を作れな
かったことです。メリハリをしっかりつけて休む時、
集中して全員が作業することを意識してやりたいと思
います。

BS隊 オットセイ班 秋山達彦
今日はボーイスカウトになって初めての活動でした。
基本動作と国旗掲揚は月の輪でやったので簡単でした
が、立ちかまどは結び方が難しくて大変でした。はさ
み縛りや角縛り、筋かいなど聞いたことがない結び方
だらけでしたが何とか覚えることができました。
これからみんなの足を引っ張らないよう頑張りたいで
す。

BS隊 カモメ班 阿部達也
今回の活動では、基本訓練と立ちかまどの製作に取り
組みました。新しい班編成になって初めての活動でし
たが、問題なくスムーズに取り組めたと思います。反
省としては、片づけにきづかず帰ってしまったことは
なくしたいと思います。

BS隊 カモメ班 中嶋太輔
今日は立ちかまどの中で、新しいロープの結び方を学
びました。次の機会に活かしていきたいです。

BS隊 トナカイ班 長井謙介
今回は、班長としての初めての基本訓練の活動を世界
ジャンボリー(WSJ)1回目の活動で参加できませんでし
た。しかし、それ以上にWSJの集会では沢山のことを
学びました。みんなは高校生で少し驚きました。(WSJ
のことはもちろん学んだので書きません。)班長と最
低年の人の年齢差が5歳もあるのに、最初は静かでな
かなか進まなかった班会議も、後半になればなるほど
とてもスムーズに進み今度の活動が楽しみになりまし
た。WSJの経験を後輩などにも伝えられるようにしっ
かり学びたいです。

BS隊 トナカイ班 横山優輝
今日は上進して初めての隊集会でした。僕は立ちかま

どを作る作業で、色々なことが学べたのがとても嬉し
かったです。特に角しばりが学べて良かったです。こ
れからはいろんなロープの結び方がすぐ出来る様に頑
張っていきたいです。

BS隊 トナカイ班 青木睦歩

シルバーウルフの事後学習集会としてキャンプの反省
をした。そこでぼくのいた班（ホモ・サピエンス班）
では次のような反省点があがった。班員をまとめる大
変さ、天候の変化に対する臨機応変のなさ、備品の管
理の悪さによる紛失などだ。

4 月 6 日　シルバーウルフ訓練キャンプ
事後集会＠カトリック赤堤教会

特に備品の紛失は重大なことなので、自隊の活動では
今後気を付けていきたい。良かった点としては、他班
で多く出た「私物の管理をきちんとする」が反省とし
て出なかったことである。


