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ビーバー隊

ビーバー隊隊長 　草島隆行

   暖冬ということで新年子ども祭り恒例の六日町の雪
が心配でしたが、ちゃんとありました！例年通り、一
番人気の雪の滑り台に並びます。早めに行ったにもか
かわらず、早くも長蛇の列！例年だと凍える寒さの中
並ぶのですが、今争はそれほどでもありません。やは
り暖冬なのかもしれません。なかなか東京では出来な
い滑り台を楽しんだ後は、氷の滑り台です。見た目に
はそれほどでもなさそうですが、こちらも思い切り滑
らすのでなかなかのスピードとなります。
　餅つきや、消防の VR 体験車などを横目に見ながら、
ボーイスカウト世田谷地区提供のホットカルピス、そ
してジャングルスロープを体験します。手作りのアト
ラクションとは思えない本格的なもので、並ぶ価値あ
りでした！その後は公園に移動して昼食、そして軽く
遊んで帰りました。カブ隊や奉仕をしているボーイ隊
とも会合して、無事に帰宅しました。

1 月 12 日　 
新年子ども祭り



カブ隊
1 月 12 日　新年子どもまつり＆ハイク
カブ隊副長　畑崎祐子

雨予想がかえってあたたかくおだやかな日和となった
今年の新年子どもまつり。ボーイ隊の仕事ぶりなどを
横目で見ながら、カブ隊は工作やお茶席などをたのし
みました。
帰路は、世田谷百景など風景資産を探しながら等々力
までハイク。思いがけず遠まわりしてしまった組など
もありましたが、みんな無事もどってきました。
毎年、世田谷区の特徴を感じてもらえるプログラムを、
と考えてきましたが、緑にも恵まれたこの地区のよさ
がわかるのは、もうすこし大きくなってからでしょう
か。「あああのとき歩いたな、この道」などと、思い出
すきっかけになってくれたらと思います。

1組　しか　石原槙伍

最後のハイクが長かったけど、チェックポイントを回
ったのが楽しかった。

2組　うさぎ　都筑穣

ぼくは、しんねんこどもまつりでパラシュートを作る
のが楽しかったです。パラシュートを飛ばすのが 1番
楽しかったです。他にもいろいろ楽しいものがあって
キーホルダーを作るのが楽しかったです。

4組　しか　中澤 礼

ぼくは、今まで地図が読めなかったのに、今日初めて
地図が読めました。
これからもいろんなことにちょう戦してがんばりたい
です。

ビーバー隊隊長 　草島隆行

　こちらも何だか恒例となりつつある 4団との合同ス
ケートです。４団の団行事に何故か 5団のビーバー隊
が混ぜて貰うイベントです。場所は昨年に引き続きラ
イズの特設スケートリンク、朝方までの雨が氷の上に
うっすら残るスリリングな状況です！多勢に無勢とい
うこともあり、わが 5団スカウトはおとなしい感じで
したが、滑り出すと盛大に転んだり、補助具を使って
鬼ごっこをしたりと存在感を発揮してました。
　　広大なスケートリンクと違って、安全管理をする
リーダーにとっても程よい大きさのリンクということ
もあり、事故なく１時間の貸切時間を満喫しました。
　　その後は、上野毛を通りながら等々力渓谷ゴルフ
橋までのミニハイク開始です。いつもとは違うエリア
のはハイクはなかなか新鮮で、途中の古墳や豪邸を見
学しながら等々力に向かうとすっかり解散の時間です。
年に１度の４団との合同イベント、このように近隣の
団と一緒に活動するのもいいものです。

1 月 2 ６日　
４団合同スケート

1 月 26 日　
ハイク東京タワー〜スカイツリー
副長　秋山 真一

東京タワーから東京スカイツリーまで約14Km のハイ
クです。
今年のカブの活動の中では一番長い距離を歩くので、
できるだけ飽きないようにコースを組みました。
東京タワー、愛宕神社の出世の石段、日比谷公園の石貨、
皇居の石垣、東京駅の赤レンガ駅舎、日本橋の日本国道
路元標、人形町 勧進帳の弁慶像、バンダイ本社前のド
ラえもんやウルトラマンの像、雷門、アサヒビールの
金色のオブジェ、鳴戸部屋、東京スカイツリー。
一番彼らが盛り上がっていたのはバンダイ本社前の像
でした。
予想していたこととはいえ、まだまだかわいいところ
がありますね。
スタート時点では小雨も降っていた中、一人の脱落者
も出ずに歩ききりました。自信に繋がるといいな。

2組　DL 佐藤晃司

今日のハイクは東京タワーからスカイツリーまで歩く
ものでした。あいにくのお天気にもかかわらずみんな
がんばって長い距離を歩きました。子供達と励ましあ
って歩き通すことが出来てとても良かったです。

1組　うさぎ　浜田一陽

今日は、東京タワーから１４ Km歩いてスカイツリー

に行きました。
歩きはじめの東京タワーはどでかいと思ったけど、
１４ km歩いてスカイツリーに行ったら、もっとでか
いと思いました。
帰ると中、足がじんじんしていたかったです。つかれ
たけど、けしきとかとう京えきを見れて楽しかったで
す。

3組　しか　和田 連

東京タワーからスカイツリーまで歩く間、途中の公園
で石のお金を見たり、日本橋を渡ったり、浅草寺に行
ったり、色々なところを見ることができました。
すごく長い道のりだったけど、みんなと話しながら歩
くのは楽しかったです。

4組　うさぎ　佐藤馨太

今回は、東京タワーからスカイツリーまでのハイクで
した。雨だったので長い距離を歩かないといけないの
がとても朝からつらかった。愛宕神社の出世階段もと
ても急な階段だったので、登るのが大変だった。しか
し、途中から雨がやんだので、がんばって歩きました。
スカイツリーまで歩き、やりきれたことがとてもうれ
しかったです。



ボーイ隊
1 月 12 日　新年こども祭り奉仕　
＠世田谷区役所・若林公園
BS隊 オットセイ班 河田晴太郎
新年こども祭りでは、自分達のミスでバスの時間に遅
れ、最初のセレモニーに間に合いませんでした。これ
はボーイスカウトとしてとても恥ずかしいことなので、
すぐに改善したいです。この影響により、自転車置き
場の整理しかできませんでした。ハイクでは、若林公
園から九品仏浄真寺まで歩き、遅い人をサポートでき
ました。またハイキング章を取るために、鳥をスケッ
チしたりしました。来年もがんばりたいです。

BS隊 カモメ班 石井優也
今回の活動では、遅刻して行って、皆に迷惑をかけて
しまいました。反省しています。
その後の奉仕活動は、自転車の整理・誘導でしたが、
ほかの隊と一緒だったので、あまり仕事がなかったで
す。ただ、その少ない仕事をしっかりできたと思いま
す。

BS隊 トナカイ班 長井謙介
今回の子供祭りの活動について大きな失敗がありまし
た。それはセレモニーの遅刻です。事実から話すと自
分たちの勘違いでバスを逃しました。カモメ、新ゴジ
ラの班長(僕です ) は、全く時間とバスの種類などを気
にかけていませんでした。これは予めのルート時間の
確認を忘れていたためです。予定していたバスに乗れ
ず、等々力駅から二子玉川駅で乗換え、三軒茶屋駅か
ら世田谷線で向かい、予定の 4倍の交通費がかかりま
した。開会のセレモニーに遅れるということは、班だ
けでなく、隊、団にまで恥をかけてしまいます。二度
とこのようなことが発生しないようにこの先心がけて
下準備をした上で活動します。

1 月 19 日　月の輪ハイク　
＠多摩川周辺
BS隊 オットセイ班 阿部哲也
今回の活動は、月の輪ハイクでした。今年は月の輪が
すごい多くて、オットセイには 3人来てくれました。
なかなか元気な子たちで、いうことを聞かせたり、注
意をするのにはとても苦労しました。それでも、いろ
いろ言いながら最後までしっかりついてきてくれたの
は良かったと思います。それぞれのチェックポイント
では、月の輪としてはあまり接点のないような計測だ
ったり、スカウツオンだったりをしましたが、徐々に
覚えてもらえたらいいと思います。来年は賑やかだろ
うなと感じたハイクでした。

BS隊 カモメ班 阿部達也
今回は、月の輪ハイクで、多摩川周辺を歩きました。
カブたちは、カモメには三人いましたがみんな元気そ
うでした。一人は、途中で少しへばってましたが、昼
で休憩し、休憩も彼のタイミングで行うことによって
大丈夫でした。彼らが入ってくるときには、自分たち
はいませんが頑張ってもらいたいと思います。

BS隊 トナカイ班 青木睦歩
今回の月の輪ハイクは、九品仏交番裏から多摩川台公
園、等々力競技場、兵庫島を経て九品仏交番裏に帰って
くる 13km のコースになった。月の輪スカウトは９人
のうちの６人の参加であった。
オットセイ班と新ゴジラ班に分かれて活動を行なった。
各チェックポイントでは、月の輪スカウトに実践的な
こと（ソングリーダー、１６方位、誓いと掟など。）を
教えたため、ボーイに上がってきたときに、活動にす
ぐに溶け込めるので、ボーイにとっても良い活動とな
った。次の集会では、もっとボーイの良さを伝えたい。



育成会役員会　 1 月 12 日 ( 日 )　 9:30〜11:30　　尾山台ロイヤルホスト
 ・ 入団説明会のチラシ印刷作業の確認

・ その他
団会議・団委員会　1 月 25( 土 ) 20：00〜　尾山台地区会館第 1 会議室
　★　各隊報告
　★　育成会より
　　　　　入団説明会（ 3/8　玉堤地区会館）について：
　　　　　　時間は 10 時〜11 時（ 1 時間程度）終了後、河川敷で活動を見学
　　　　　　雨天（小雨）でもＢＳ隊は河川敷での活動を行う
　★　地区協議会より
　　　　・登録について：登録締切　2/15
　　　　・リーダー研修について
　　　　　　　2/26　リーダー研修についての説明会
　　　　　　　3/14〜15　スカウトキャンプ講習会
　　　　・3/25　令和 2 年度　地区面接
　　　　・一般社団法人ボーイスカウト東京連盟　5/21 発足
　　　行事日程（一部）
　　　　「わんぱく相撲」　5 月 31 日
　　　　シルバーウルフトレーニングキャンプ　3/20〜22
　　　　4/18  地区総会　2：00 ｐｍ〜　　＊隊長は出席のこと
　　　　9/26　地区 60 周年記念行事
                12/5　地区周年行事レセプション　　世田谷美術館レストラン
　　　　　　
　★　今後（令和 2 年度）団の行事予定
　　　　2/23　ＢＰ祭　→　場所確保のため　2/24（振替休日）に変更
                 3/8　入団説明会
                 4/5　上進式　　＊会計監査、行事報告提出
                 育成会総会・・・5/16( 土）又は 5/17( 日）→　後日決定

会議予定

会議報告

2 月 7 日 ( 金 )　育成会役員会　　勧誘チラシ印刷　　9:30〜12:00
　　　　　　　　九品仏まちづくりセンター 1 階活動フロア／印刷室　　　　　　　　　　　
2 月 29 日 ( 土） 団委員会・団会議　20：00〜　奥沢地区会館第 1 会議室　


