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４月７日　隊集会　「近くの自然を描こう！」
＠宝来公園
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４月 21 日　隊集会　入隊式＆警察博物館に行きました！



カブ隊　副長　廣畑かね美

４／１４横浜にある「こどもの国」で世田谷地区のカブス
カウトが集まって、ＣＳラリーが行われました。６つの

チェックポイント（ＣＰ）が設けられ、各ＣＰでゲームを行い、
受付終了時間内ゴールしなければなりません。今回のテーマ
は「エネルギー」。力は目に見えないけれど、いろいろな種類

（熱量・空気・水・磁力）があります。そんな力を利用したゲー
ムが各ＣＰで展開されました。５団は６・７団と一緒にＣＰ
２「空気砲」という名の吹き矢を運営しました。前夜のリーダー
会議で試作機を交互に試してみたのですが、子供の肺活量で
果たしてどの位飛ぶのだろうか、と疑問が起こりました。ぶっ
つけ本番で迎えた当日、最初にＣＰ２にやって来た５団のス
カウトが吹き矢を飛ばしてくれて、ほっとしました。３回吹
くうちにコツが掴めるようで、飛ぶわ飛ぶわ、５ｍ地点に置
いたブルーシートにナイスオンで拍手が起こりました。５団
スカウトは入賞は出来なかったものの、山あり谷ありの広い

「こどもの国」内をＤＬと一緒に元気に駆け回ってくれたよう
です。というのも、ＣＰ２は他にＣ
Ｐから離れていた上に運営の人数が
ギリギリだった為、偵察に行けませ
んでした。ＣＳラリーを楽しんでく
れていたかなあ……。ちなみに、聞
いた限りでは、４年前のＣＳラリー
で現れたコリン星人、今回は現れな
かったようです（ボーイのみんなは
覚えているでしょう !?）。

4 月１４日　隊集会　世田谷地区カブラリー
於 ：子どもの国

カブ隊３組　ＤＬ　
児玉紳一郎

世田谷区のスカウト全員集
合。スカウトが整列し

ているのを後ろから見ながら、
それぞれの違うネッチを興味深く見ました。
　早速、ラリーが開始され、最初に吹き矢の CP（チェックポイン
ト）を周り、風船についたガムテープをはがしたり、水鉄砲の的当て、
ごみの選別、水圧を使った水の移動、魚釣りという６つの CP を楽
しくスカウトと回りました。
　一番、興味深かったのは、水圧を使った水の移動。タライに入っ
た水を、ペットボトル、ホース、お茶碗、お玉を使って、数分で別
のバケツに移動させる。与えられたものを想像力を働かして、解決
法を探している。素晴らしいゲームと感動している横で、水遊びと
なってしまうスカウト。ええ、元気が一番です。その横にある、無
名戦士の記念碑を読み、私はまた感動。是非、子供の国のホームペー
ジでその由来を読んでみてください。
　残念ながら、我が団は入賞を逃しましたが、最大派閥賞はもらえ
たと思います。これだけのスカウトを有する団に子供を入れられる
のは本当に幸運です。
　帰りの電車は、長津田始発に乗り、居眠りするスカウトに暖かい
眼差しを注ぐ一方、元気一杯なスカウトには、他のお客様に迷惑を
かけないように注意の眼差しを注ぎました。もう少し、行儀よく座っ
ておくれ。DL はひやひやでした。お陰で、今日は、よく寝れそうです。

カブ隊

二子玉川に集合。電車で「こどもの国」へ！

各組、デンリーダー
の 引 率 で ６ つ の
チェックポイントを
回りました。

各 5 団指導者は、6 団 7 団と一緒に第 2 ＣＰの吹き矢ゲームを担
当しました。



カブ隊 1 組  くま 仁

今日は、カブラリーで基礎体力つく
り、ゲームでチームワークを学び

ました。中でも吹き矢が楽しかったです。
吹いたり矢をコントロールするのが面白
かったです。また、カブラリーに参加し
たいです。

カブ隊２組  くま 郎

今日は、僕にとってとても心に残る思いでが出来ました。
なぜなら、カブスカウトが 17 団も集まって、皆で一

緒にゲームをやったからです。その中で一番楽しかったの
は水鉄砲で的に当てるゲームです。理由は、皆と協力をし
て全ての的を短い時間でたおして、ポイントを獲得するか
らです。ポイントを聞いて皆で喜び合いました。帰りの電
車で皆で話をしながら帰れたことも楽しかったです。

14 時半　閉会式　5 団各組は残念ながら入賞できませんでした。

でもたのしく過ごした１日でした！



BS 隊副長　山田良磨
「スキー訓練に参加して」
　今回、ボーイ隊副長として「スキー訓練」に参加させて
頂きました。
　私は普段、雪山に挑む際には、スノーボードを相棒にす
る系統の人種でして、両足が別れた板を足に装着するのは、
約 10 年ぶりでした。既にお察しの方もいるかと思いますが、
10 年前の私は 15 歳、そう、私がスカウト時代に行ったス
キー訓練が、最後のスキーでした。
　そんな事を懐かしみながら、参加したスキー訓練ですが、
成長スピードが速く、スピード狂のスカウト達について行
くには、やはり、ブランク 10 年の微妙なスキーでは役不足
で、結局スノーボードを装備せざるを得ない状況でした。
　来年には、スキーを装着した状態で、華麗に指導できる
よう、事前に自主練習をしよう思っている次第でございま
す。

ＢＳ隊 オットセイ班 
　今回で最後のスキー訓練も楽しいことばかりだった。特
に楽しかったのは、行ける所はだいたいすべてのコースを
滑れたことだ。雪が少なくて行けないところもあったが、
はじめて行くコースもあったので、見たことのない景色を
たくさん味わうことができた。途中前が濃霧でまったく見
えず、迷子になりかけたりもした。しかし、このスキーは
忘れられない思い出になった。

ＢＳ隊 オットセイ班 
『次こそは上級を…』
　最高に楽しめました。そしてボロボロになりました。前回
と比べるとプルークからパラレルになったりと上手くなっ
ていたはずなんですが、２日目直滑降中に転んで見事に顔
を擦り剥きました。自分よりはるかに上手い人についていっ
たせいなんですが、痛い思いをしたものの前回は怖くて行
けなかった頂上に行けたりとその分得られたものもありま
した。まあ実際のところ調子に乗ってスピード出し過ぎた
ところで怖くなってバランスを崩しただけなんですが…。
　次行く時こそは上級コースなんかをこけずに滑れるよう
になりたいです。

ＢＳ隊 オットセイ班 
　僕は生まれてから初めてスキーをしました。初日は転ん
だあとに立つことができなかったけれど、渡口リーダーの
指導もあり、2 日目には初・中級コースまで行けるようになっ
て、スキーの楽しさが分かるようになりました。最終日に
はもう帰りたくないと思ったほどでした。また来年も参加
したいと思います。

ＢＳ隊 オットセイ班 
　スキー訓練に参加しました。ぼくはスキーにはよく行き
ますが、ボーイスカウトのスキーは初めてでした。 普段の
スキーとは違い、周りの事を考えながら滑りました。スキー
検定は 3.9 級と微妙な級でしたが、楽しかったです。

ボーイ隊　スキー訓練

ＢＳ隊 カモメ班 
　今回のスキー訓練でもいつもとと同じように初級で始め
ました僕は高所恐怖症なので初級コースで滑ってその後中級
コースを滑ろうとしましたが足ががくがくして動かなくなっ
てしまいました。それで近くの林間コースを滑って麓まで戻
りました。そのあとはずっと初級コースで滑っていました。

ＢＳ隊 カモメ班 
　ぼくたちボーイ隊は、3 月 29 日から 31 日までスキー訓練
キャンプで栂池高原スキー場に行きました。天候にも恵まれ、
3 日間すべれました。ぼくは頂上近くのハンの木第四リフト
を使ってゲレンデをすべりました。残念ながら白馬岳は見え
ませんでしたが、最高の気分でした。夕食は鍋と決まってい
て、からだにいいと思いました。でも一番おいしかったのは、
昼食のカツカレーでした。隊長、副長方、ありがとうござい
ました。

ＢＳ隊 トナカイ班 
　今回のスキー訓練では、上班の神田君と楽しく滑れ、アフ
タースキーもおしろくとても楽しいスキー訓練となりました。
　今回スカウト達を見ていて思ったのは、意外にスカウト達
が成長していたということです。これからもどんどん成長し
て、活動でその力を発揮してほしいと思います。

ＢＳ隊 トナカイ班 
　僕は今回のスキー訓練がボーイスカウト３年目にして初め
てでした。そのため、転んでも立てないというところから始
まりました。しかし、３日間の練習の成果あってか、一応滑
れるようにはなりました。ただ２日目に右手首を捻挫してし
まいましたが…。今回、内容の濃い素晴らしい３日間を過ご
す事ができ、いい体験になりました。来年も参加して、さら
なる上達を目指したいです。

ＢＳ隊 トナカイ班 
　ぼくは初めてのボーイスカウトのスキーでした。スキー自
体はとても久しぶりだったので全然すべれませんでした。初
日は少し上の方まで行くと転んでばかりでとても疲れました。
二日目は下の方でスキーを楽しみました。三日目はまた上の
方まで行ってみたらだいぶすべれたので、三日間でずいぶん
成長できたと思いました。来年はもっとすべれるようにした
いです。

ＢＳ隊 トナカイ班
　ぼくたちは栂池高原にスキー訓練キャンプに行きました。
今年は去年より高い所からすべれて、ちょっとこわかったけ
れど楽しかったです。検定の時、道に迷って遅れてめいわく
をかけてしまいましたが、がんばって「4.0 級」を取ること
ができました。うれしかったです。ありがとうございました。



５月　活動予定
ビーバー隊
●　５月１２日（日）　５団祭り＆入団説明会
★集　合 = 9:00 　尾山台駅　　制服正帽（玉堤地区会館へ
移動します）
★解　散 =12:00　尾山台駅
★持ち物=制服制帽着衣(特にネッチを忘れずに！)､ビーバー
ノート、雨具、  
               筆記用具、ハンカチ、ポケットティッシュ
●　５月１９日（日）　地区行事　ビーバーラリー
★集　合 = 8:30　九品仏交番裏　　制服正帽（朝早いですが
時間厳守でお願いします）（砧公園へ移動します）
★解　散 = 15:00　九品仏交番裏
★持ち物=制服制帽着衣(特にネッチを忘れずに！)､ビーバー
ノート、雨具、 　　　　　弁当 ( おにぎり )、水筒、筆記用具、
シーターポン、ハンカチ、ポケッ　　　　　トティッシュ

カブ隊
●　５月１２日（日）　隊集会　5 団まつり　玉堤地区会館
★集　合 = 9：00　九品仏交番裏
★解　散 =13：00　玉堤地区会館　希望者には尾山台駅まで
送ります
制服正帽　
★持ち物 =7 つ道具、水筒、武器食器
●　５月２６日（日）　隊集会　デイキャンプ　野毛町公園デ
イキャンプ場
★集　合 =   9：00　等々力駅玉川総合支所前
★解　散 = 14：00　同上
制服正帽　
★持ち物 =7 つ道具、水筒、軍手、武器食器、米 1 合（指導者も）
☂　雨のとき
★集　合 =  9：30　未定
★解　散 =11：30　同上
制服正帽　
★持ち物 =7 つ道具、水筒
○リーダー会議　5/18( 土 )19：00-21：50　奥沢地区
会館②

ボーイ隊
●　５月１２日（日）　5 団祭り
時間（後日連絡）
多摩川河川敷
制服正帽、7 つ道具、班キャンプ報告書 ( キャンプ参加者のみ )
●　５月２６日（日）　隊集会
９：００～１５：００予定
多摩川河川敷
制服正帽、7 つ道具、弁当
●　16NJ 隊集会 ( ジャンボリー参加スカウト )
時間、場所、持ち物（後日連絡）

会議報告
●　育成会役員会＆入団説明会チラシ印刷・配布 (26 ヶ所 )
　4 月 15 日（月）10：00 ～　等々力出張所印刷室
●　団会議・団委員会　　　
4 月 26 日（金）20：00 ～　奥沢地区会館第 2 会議室

会議予定
★ 5 月 7 日（火）　10:00 ～　
育成会役員会　　等々力ドトール
★ 5 月 12 日（日）　10：00 ～ 11：30　

『入団説明会』　玉堤地区会館大会議室
★ 5 月 24 日（金）　20：00 ～　
団会議・団委員会　奥沢地区会館第１会議室
★ 5 月 29 日（水）　9：00 ～　
広報委員会（さくら発送）尾山台地区会館第１会議室　

☆育成会より親睦会のお知らせ☆
[ 日時 ]　6 月 10 日（月）11 時 30 分～　
[ 場所 ]　未定
[ 会費 ]　3,000 円
★出欠を 5 月 27 日までに各隊連絡係へお願いします。

　食事をしながらお話をし、楽しいひと時を過ごせたらと思
います。皆様お忙しいと思いますが、ぜひご参加下さい。お
店などの詳細は、６月号さくらに掲載致します。

＊今月号よりデジタル編集にしてみました。いかがでしょうか？ ご意見、ご要望がありましたら、広報委員までお寄
せください。




