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ビーバー隊
ビーバー隊隊長 　草島隆行
　団行事のカントリーデーです。今年は趣向を変えて、
ゲームをしながらゴールを目指す、という企画でした。
カブやボーイのお兄さんと一緒に回るので、いつもと
はかなり勝手が違ったようですが、それぞれのチーム
でごみ拾いにゲームにしっかり活躍できていたようで
す。
　ごみ拾い後は各隊の夏行事、及び世界ジャンボリー
の報告を映像で見ました。私は子供のお迎えに行った
関係で、カブとボーイのキャンプをそれぞれちらっと
覗きましたが、当然ですが私が見なかったところも含
めて非常によくわかる映像で、各隊とても楽しそうで
した。また、ジャンボリーも YouTube に上がっている
公式映像とはまた違う、内輪ならではの写真で良かっ
たです。
　ビーバー隊も来年こそはより多くのスカウトと共に
夏企画を盛り上げていきます！

9 月 8 日
団行事・カントリーデー



カブ隊　副長　清水恵子

団行事のカントリーデー、今年は企画をローバー隊に
任せてあたらしい活動になりました。
前半はビーバー、カブ、ボーイの縦割りの班に分かれ
て、等々力渓谷ゴルフ橋から上野毛地区会館までそれ
ぞれ違うコースを清掃活動をしながら歩きました。
途中３ヶ所のＣＰでゲームをし、集めたごみの重量ポ
イントとあわせ、得点を競いました。
ボーイ隊のスカウトが地図をよみ、時計を見てペース
配分をし、歩き方の危なっかしいビーバーやカブを注
意し、と大活躍でした。
各組に同行したリーダーはほぼ見守っていただけ。
ついこの間カブ隊から上進したのに、本当に頼もしく
なりました。
カブ隊のスカウトはそんなお兄さんたちに興味しんし
ん、あこがれのまなざしを向けていました。
後半は各隊の夏行事を映像とトークで紹介。
カブ隊は４日間の夏季舎営について４つの組からの一
人ずつが発表しました。
ほとんど練習なしでしたが、堂々としたものでした。
他の隊の行事もとても楽しそう。
ＳＬに乗ったり、自分たちでかまどを作ったり、富士
登山、スキューバダイビングの様子、さらにはさっき
一緒に歩いたお兄さんたちが世界ジャンボリーに参加
している様子が紹介されました。
話を聞いたスカウトが、ぼくもあんなことしてみたい、
できるようになりたい、あのお兄さんみたいになりた
い、と思ってくれたらうれしい。
お兄さんたちもリスペクトされるべく、きりっとりり
しくあってほしい。
かつて「すごいなあ、かっこいいなあ」と思ったスカ
ウトが、年月を経て順番に、かっこいいと思われるス
カウトになってくれたらなあ。
さまざまな年代のスカウトと過ごして、そんなことを
考えました。

1組　うさぎ　菅家 知大

カントリーデーで一番多かったゴミはタバコの吸い殻
でした。
僕はごみを街に捨てるのではなく、灰皿に捨てたり持
ち帰る努力を一人一人がしたらいいと思いました。

2組　うさぎ　都筑 穣

町をきれいにしたり、いろんなスカウトのビデオを見
てこんなこと大きくなったらするんだなと思いました。
カブスカウトで、まだまだがんばりたいです。

3組　しか  和田 連

暑かったけど、たくさんゴミを拾うことが出来ました。
思ったよりもたくさんゴミが落ちていて、びっくりし
ました。スライドショーでは他の隊の活動を見て、僕
も富士山に登ってみたいなと思いました。

カブ隊
BS隊 トナカイ班 長井謙介

カントリーデーではゴミ拾いをしました。ロープから
計測、技術面だけでなく、小さい子供をまとめるとい
う役割を学べました。毎年やっていましたが、カント
リーデイは自分の中でかなり苦手な活動です。しかし
年々やっていく中で少しずつですが成長している気が
します。そして、会場を借りて世界ジャンボリーの説
明から学んだことまでざっと説明しました。これから
も後輩の見本になり先輩から学べるように日々活動し
ていこうと思います。

ボーイ隊 （世界ジャンボリー報告会＠上野毛地区会館）
BS隊 オットセイ班 河田晴太郎

今回のカントリーデーでは、沢山のゴミを拾うことが
できた。カブの人たちが少し歩くのが遅く、僕たちで
声をかけることが多かった。そして、一番驚いたこと
は、ヘルメットみたいな物が落ちていたことだ。これ
により、重さをかせぐことができた。そして、結果発
表のときは僕たちの班が優勝することができ、とても
嬉しかった。また、世界ジャンボリーについて、色々
なことを知ることができた。次は僕も行ってみたいと
思った。

BS隊 カモメ班 石井優也

今回は、久しぶりに参加しましたが、隊がいつも通り
の雰囲気で、少し安心しました。
カントリーデーの結果は微妙でしたが、僕がいなかっ
た夏の活動についても知ることができたので、来年の
夏が楽しみになりました。

ビーバー隊

ビーバー隊隊長 　草島隆行

　今年も毎年お世話になっている登戸の三平果樹園に
お邪魔して梨もぎをしました。前週に台風が来たりと
かして、ひょっとしたら梨はみんな落ちてしまってい
るのでは？と心配していましたが、幸いなことに被害
はほとんどなかったようで、メインの梨はちょうどい
いタイミングだった 20世紀を３つ、そしてミカンと
キウイも取らせてもらえました。毎年微妙に時期がず
れているため、梨だけでなく枝豆や柿など 2年連続で
行っても楽しめる企画です。
　　スカウトは（もちろん大人も）普段見ることのな
い成っている果物を見て、自分で選び、収穫する、と
いう貴重な体験にはしゃいでいました。また、採れた
てのみずみずしい梨をその場でいただきましたが、味
はまた格別！試食用ということで、外見はちょっと傷
がついていたりしたものですが、味は全く関係ありま
せん。もう、おなか一杯、というまで梨を食べて一足
早く秋を感じて帰りました

9 月 22 日　なしもぎ



1組　DL　大西 美由紀

いかだ作り & レースはデンリーダーも点数に加算され
ると聞き、工作が苦手なので緊張しましたが作り始め
ると子ども達と一緒に工夫しながら楽しく作成出来ま
した。
レースも皆、自分のいかだはもちろん、組のお友達の
いかだも応援して、団結出来た様に思います。

1組　うさぎ　浜田一陽

日曜日にぼくは、いかだづくりをした。
さいしょは、わごむ１６本とわりばし７本だけでつく
れるきがしなかった。
そしてさかなみたいですすみそうもなかったが、どん
どんおもいつき自分ではすごくすごくかっこいいじし
んさくになった。
どんなものかというと、
はじめはただのさんかくだったたけど、あとからなが
さをだしたり、デザインやインベーダーのひこうきの
ように、こまかくそしてかっこいいせっけいにしてい
った。
川にながすとき、かっこよさだけおもってつくったか
らあまりはやくないとおもったが、おもったよりはや
かった。
こいもみつけてとりたかったがとれなかった。
イカダもちゃんとおもいどうりにできていいひだった。

カブ隊　副長　太田雄介

　毎年恒例のいかだ作り＆レースでした。お昼までは
尾山台小のランチルームで工作。各自が割りばし 7本
と輪ゴム 16本のみでいかだを制作しました。工作の見
た目を競うデザイン審査を午前中に行い、午後のレー
スではスピードを競います。デザイン点ではオリジナ
リティも審査項目になると今回はしっかり伝えたので、
作りながらこれは独創的に見えるか？と聞いてくるス
カウトがちらほらいました。審査が楽しみになります。
実際、すごく立体的な造形のいかだや、飛行機型のい
かだなど、例年よりもバラエティに富んでいたように
思います。デザイン審査の結果は 1組が 1位でした。
　電車とバスで治太夫堀公園へ移動して、昼食。食べ
終わったら予選開始です！第一レースは砂利や石が用
水路の底にけっこう堆積していたのでなかなかいかだ
が進みませんでしたが、神の手（長靴を履いてトング
を手にした副長たちのことです）が砂利掃除をしたら、
水の流れは勢いをつけ始めました。自分や仲間のいか
だを応援しながら追いかけるスカウトたち。みんなが
興奮する中、スイスイ予選は進みます。組の中での順
位が決まったら、本戦開始です。今度は組対抗で同じ
順位のいかだが競います。ますます熱気を帯びる応援。
あちこちでいかだが引っかかって進まなくなるので、
神の手も大忙しです。
　2位対決が終わったら、一度クールダウンして中間
報告。最終レースは得点が高くつくので、各組にまだ
まだ逆転のチャンスあり。DL対決と、隊長・副長によ
るエキシビションマッチのあと、いよいよ 1位対決で
す。一位の中の一位は、見学の大沢くんの作ったいか
だでした。おめでとう～。レースの順位発表後、いよ
いよデザインとレースの総合順位が発表されました。
結果は ...4組の優勝！本戦の各レースで着実に勝ってい
たことが結果に繋がりました。
　その後、お楽しみの自由時間。改めて大勢で競ったり、
レース位置よりも上流でいかだを流しながら改造した
りと、おのおのが好きなように楽しんでいました。
　帰りは 4km ほどの道程を徒歩で戻ります。さっきま
で流していた用水路が流れ込む野川の沿道を多摩川に
向かって歩きました。くまスカウトしかスカウトはも
ちろん、夏季舎営も通過して半年分の経験を積んだう
さぎスカウトたちも、4km くらいは誰も弱音を吐かず
に歩くことができるようになっています。多摩川土手
に来たら、二子玉川のビルが目に飛び込んできました。
あとちょっとだー！なんて言いながら、さらに進むス
カウトたち。予報では、途中から雨に降られるかも？？
ということでしたが、兵庫島公園に着くまでは天気が
持ってくれて本当に良かったです。小雨が降り始めた
ので橋の下で終わりの会。総合優勝した 4組には、い
かだと同じ材料でできたメダルを贈呈しました。
　毎年基本的には同じことをやっている、ある意味完
成された感のあるいかだレースですが、水路の状態や
スカウトの作るいかだの個性などによって、毎年違っ
た楽しさが見つかるプログラムだなあ、と改めて思い
ました。

9 月 22 日　いかだづくり＆レース
カブ隊 2組　うさぎ　實井悠人

今日はいかだレース。
僕は、割り箸６本と、輪ゴム１６個でクワガタ号を作
りました。
そして、水路に流しました。

「いけ！クワガタ号。」僕は叫びました。
でも、２位でした。
そして、２班全員で、対決しました。
でも、最下位でした。そして、歩いて、帰って、足が
つりそうでした。
その後、バスケをする前に、寝てしまいました。いか
だレース で、一位じゃなかったけど、楽しかったです。

4組　しか　佐藤瑠仁

ぼくは、いかだ作りといかだレースをしました。いか
だ作りの材料はゴムと割りばしとマーカーです。どん
ないかだがいいか思いつかなかったので作っていたら
出来たいかだにしました。
デザイン賞に選ばれたのはえのきど君でした。その時
ぼくは、こう感じました。「まだ、チャンスはある」と。
7位だけのレースでぼくは 1位になりました。
総合得点で、4組が 1位になりました。1位になった気
持ちは本当に最高でした。また、何かで 1位になりた
いです。

夏季舎営@入笠山
4組　うさぎ　小川優祐

初めて 3泊4日も家族とはなれて、家がこいしくなった。
にゅうかさ山はきりがでて、草もしめっていたので、
くつ下がぬれていやだったけど、初めて本物の野生の
シカを見て嬉しかった。
キャンプファイアでは、他の組のスタンツを見たり、
自分の組のスタンツで埋められる役をやったのが面白
かった。
きもだめしがすごく楽しかった。隊長が書いた字がめ
ちゃくちゃ怖い字で書いてあったけど、大勢だったか
ら全く怖くなかった。
またきもだめしをやりたい。



育成会役員会　
9 月 8 日　育成会役員会
9 月 14 日　カブリーダー会議出席

団委員会・団会議　9 月 28 日（土）20：00～　奥沢地区会館大会議室
★　各隊報告
★　ボーイスカウト講習会
　　　10 月 20 日　東京農大、参加費：2000 円
　　　　　カブ隊から 2 名参加、ローバー隊（スカウト）は？
★　2020 年 9 月 27 日　地区 60 周年記念行事が兵庫島公園で行われる
★　その他、奉仕についての連絡事項
　　　10/5 多摩川花火大会奉仕
　　　10/22「即位礼正殿の儀」における奉仕（カブスカウトのみ）
★　育成会より　尾山台フェスティバル（ 10/19) について
★　ＲＳ隊長より　5 団ＨＰに関して
★　リーダー編成について

10 月 12 日 ( 土）　団委員会　　　　午前
10 月 26 日 ( 土 )　団会議・団委員会　20：00～　尾山台地区会館第 1 会議室

会議予定

会議報告

BS隊 トナカイ班 長井謙介

秋キャンプでは、登山を着いてからすぐにしました。
シンゴジラ班は体力がある人が多い為、時間も安全面
もとてもよく行動できたと思います。しかし帰って来
た時には特に食事がとても心残りです。もし、今回コ
テージではなく、テントだった場合大変だったとも思
います。今回振り返って、トナカイ班は、自分が支持
して班の素早い行動にとてもいいと思っていたが、そ
れでみんなは技術が身についていると勘違いしていま
した。甘かったと感じています。班員には、自分で考
えろ。と冷たさではなく、見守るというのも今後の活
動に取り入れていきたいです。

BS隊 トナカイ班 青木睦歩

今回のキャンプは、今年度最後のキャンプだった。登
山を楽しみにしていたが、なかなか過酷なものだった。
今回の登った山は鋸山。その名の通りギザギザしてい
る。登って降りてが繰り返し続くので、７００メート
ルしか登らないにも関わらず２時間半かかった。大変
なこともあったが、最後のキャンプらしい充実した活
動になった。ちなみに、登山の後、筋肉痛で歩くのも
ままならないほどだった。

BS隊 オットセイ班 秋山達彦

今回は、奥多摩のキャンプ場で、活動しました。ボー
イになってから初めての寝泊まりなので少し緊張して
いました。キャンプ場についてから、山に登ったので
すが、とても大変で特に、上り下りが大変でした。夜
ご飯を食べ、次の日には手旗信号などを練習しました。
手旗信号は、面白く、全て覚えるのは、先の先ですが、
頑張って練習したいなと思いました。初めての寝泊ま
りで、大変なこともあったけど、これからも続けて行
きたいと思いました。

BS隊 カモメ班 阿部達也

今回のキャンプは 1泊2日の短いキャンプでした。そ
の上、テントではなく、コテージでした。しかし、一
日目の登山が想像以上に大変でした。特に登山道に途中
にあるとても急な階段が特に大変でした。シンゴジラ
は年下の横山が頑張ってくれて予定より少し早く山頂
に着きました。すごい頑張りだと思います。夕飯作り
も少しトラブルがありましたが、普通にできました。
ボーイ最後のキャンプになりましたが、良いできだっ
たのではないかと思います。

9 月 22～23 日　秋キャンプ　
＠奥多摩秋川キャンプ場．奥多摩鋸山



育成会より

　10 月 19 日 ( 土 ) に行われる『尾山台フェスティバル』に今年も 5 団としてブースを設け
ます。昨年と同様「ロープ結び体験」「火起こし体験」「寝袋体験」の 3 種類を用意し、体験
活動を通じスカウト獲得につなげたいと思います。
ブースに於いては、カブ隊、また交通整理はボーイ隊以上のスカウトが活躍予定です。そ
れぞれに保護者のお手伝いが入ります。
また、27（日）には、九品仏フリーマーケットに参加します。交通整理をローバー隊と保護
者で行います。初めての試みになります。
シフトのお手伝い、また献品のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

☆10月は活動費の振込月です☆
各自振込みを 10 月 10 日までに
お願いいたします。


