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カブ隊　副長　神田雅代

　今回のデイキャンプのテーマは「カブ隊名物カレーコンテ
スト」いつもよりひとあじちがうのは、カレーの味だけでな
くて、1. チームワーク　2. だんどり力　3. あとかたづけなど
の総合力で、組対抗です。
　買い物も一組 1500 円の予算で、マイバスケットでお買い
物。一品だけ、カレーに付け加えていいことにしました。一
組はニンニク、二組はカレーにのせるスパイスを、三組はチ
キンカツ、四組はベーコンを買いました。
　力を合わせて料理にトライ。組長の指示で仕事を分担、一
時間ちょっとでうまく出来上がりました。ご飯もおいしくた
けました。
　隊長、副長の審査が始まりました、どこもなかなかおいし
がったのですが、二組がこくがあり、味部門優勝。
　あとの片付けも、みんな一生懸命で予定時間を余らせてク
リア。その結果、総合力はどの組もがんばり、大きい差はで
ませんでした。結局、カレーの、あじで二組が全体優勝とな
りました。
　優勝逃したチームもおいしかったよね。お腹いっぱい食べ
ました。お家でまた作ってもらいましょう。
　ちなみに、カレーに使った武器、食器は自分で洗ったかな ?!
それがほんとの、後片づけだよ！

５月２６日　隊集会　デイキャンプ 野毛町公園にて

カブ隊

～各組 1500 円を持ってカレー食材 12 皿分を購入～

10 時野毛町公園デイキャンプ場着。

花俣団委員長臨席のもと 君の入隊式

を行いました。



手取り足取り「猫の手で！」

デンリーダーも指導に熱が入る！？

マッチをする練習もしました。

カブ隊４組　うさぎ

　４組はカレーにベーコンを追加してカレーを作りました。
でも、ベーコンを細く切りすぎて、食べるときにはほとんど
みあたりませんでした。そして４組はカレーで２位でした。
くやしかったけど、味はおいしいって言ってもらいました。
たのしかったです。

カブ隊３組　ＤＬ　児玉紳一郎

　前日が運動会だったためか、参加者が少なく、我が組は半
数の参加。但し、見学の大西君が参加して、４名でカレー作
りに挑戦しました。
　まずは、１５００円を握りしめて、マイバスケットでの買
い物。ちょっと高めな新ジャガや新タマネギにするか、それ
とも、肉を高めにするか云々と作戦を考えながら、各組は思
考を凝らしての買い物。勿論、何を隠し味にするかも作戦の
一つ。その後は、買い物袋を提げて等々力渓谷を通って、野
下公園へ。
　副長の方々の慣れた段取りのお陰で、素晴らしいカマドが
準備され、我々カブ隊は自分も含め慣れない包丁を振り回し、
カレー作りを開始しました。スカウト達が手を切るのではな
いかとはハラハラしながら、「ネコの手で！」を叫びながら、
料理を終えました。各組、それぞれの秘策のカレーが登場し
て、とても美味しくカレーを堪能しました。やはり、青空の
下での食事は最高でした。帰り道、息子が「お母さんのカレー
より断然美味しかった」と言っていました。このコメントは、
妻には秘密しておきます。

カレー作りは、材料を切るスカウト、

米を飯盒にセットするスカウトに分か

れて行う。

12 時全組無事カレー完成。 おいしくいただきました！

完食！



６月１６日 隊集会 ロープ結び

カブ隊　副長　河西淳

　大山登山が雨で中止となり、雨プロとして奥沢東地区会館
でロープ結びを行いました。
　２本のロープを「てぐす結び」でしっかりつなぎ、片方を

「巻き結び」で固定して、もう片方を「自在結び」で結びつけ
てピンと張る、という課題を組対抗のゲーム形式で競い合い
ました。
　実はこれは去年の１０月にも挑戦した課題だったのですが、
残念ながらその時はどの組も完成できないまま時間切れとい
う結果でした。ですので今回はそのリベンジです。
　もし天気が良かったら大山登山が始まる９：４５ごろから
各組に分かれて練習が始まりました。去年やったのですが、
もう半年以上前なので大半のスカウトが忘れてしまっていて、
どの組もなかなかうまくいきません。デンリーダーをはじめ、
リーダー全員スカウトと一緒になって悪戦苦闘です。練習時
間を延長、再延長、再々延長と伸ばしてようやく全組の練習
が終わり、１１時からゲーム本番が始まりました。
　３つの結びを使ってロープ全体をピンと張ったら整列して
リーダーに報告してチェックを受け、合格が出ればゴールと
なります。
　てぐす結びが得意なスカウトは２本のロープをつなぎ、巻
き結びが得意なスカウトが片方を固定し、一番難しい自在結
びは各組の「ロープ達人」が挑みます。
　でも本当に一番大変なのは結び終えてから ” ピン ” と張る
ことです。自在結びでたるみを調整できないといけないだけ
でなく、巻き結びやてぐす結びでもロープ全体の長さを調整
しなければなりません。リーダーたちも全員各組に張り付い
て手助けをします。
　ようやく出来上がると河西副長のチェックを受けるのです
が、「これは巻き結びではない！」「このてぐす結びは美しく
ない！」等々、容赦なくダメ出しを食らいます。
最終結果は以下のとおり。
１位　３組　１１：１２完成
２位　１組　１１：２３完成
３位　２組　１１：２４完成
４位　４組　１１：２５完成
　２位以下はほぼ同時でした。
　もし大山に登っていたらちょうど山頂にたどり着くころ、
全組合格でゲームは終了しました。
　山には登れなかったけど、全員力を合わせて時間内に完成
させることができ、なかなかいい雨プロになりました。

カブ隊１組　ＤＬ　保科哲也

　気象庁予報部発表雨 6 月 16 日現在も雨よって奥沢東地区
会館地下で雨プログラムになりました。河西副長の指導で省
エネ登山の方法がレクチャーされました。1 小股で無駄に足
をあげない。2 急坂はジグザグに踏む場所を見ながら登る。
講義を聞いているうちに、深い緑の大山登山道が目に浮かび
ました。
　ロープワークでは、河西副長 秘伝てぐす結びが伝授されま
した。2 本のロープを強く結べる、一生役にたつ結び方です。
組対抗のまとめのゲームはてぐす結び 巻き結び 自在結びを
使って、6 メートル以上離れた机と机の間を 2 本のロープを
使って、ピンと張るゲームです。それぞれの結びが正確に出
来ないと強く張ることができません。1 組も苦労しながらも
みんなで完成させました。大山には登れなかったけれど、ロー
プワーク、楽しく真剣に学習できました。河西副長  ありがと
うございました。

雨のため、大山登山はとりやめ、雨天プロを行いました。

もやい結び、巻き結び、てぐす結び、自在結び、を習いま
した。

最後に、これらを使った
ゲームをしました。3 組が
優勝でした。



ＢＳ隊 トナカイ班 
　川井キャンプ場での班キャンプでは、僕の場合、途中か
らの参加で、一人旅で追いかけることになりました。
　電車からの景観は、カブスカウトでの奥多摩キャンプを
思い出させました。
　仲間のキャンプサイトに着くと、なぜか、そこに DS とい
う物体があったので、ど肝が抜かれました。
　頑張ってつくった計画書通りに進んでいないのは、かな
り哀しかったのですが、班キャンプの自由を感じ、少し何
故だか幸せを感じました。

ボーイ隊

５月３日〜５日　班キャンプ （追加編）

　隊長や副長たちは、いつも荒いことを言っているのにも
かかわらず、“ 何故だか ” となりには女の人がいました。・・・
不思議なキャンプでした。
　「こんな自由なキャンプは、滅多にないからせいぜい楽し
んどけ」と、女の人を横に連れたヒトは言いました。
　僕は間もなくきらら浜のジャンボリーに果敢に向かって
いきます。今回のことは忘れよっと！？！

★先月号に掲載できなかった BS 隊班キャンプ
の感想文です。

６月９日　隊集会「実験教室」

ビーバー隊

（ ）君、 （ ）君、    ( ) 君
ビーバー隊入隊おめでとう！　弥栄、弥栄、弥栄！

カブ隊１組　しか

　大山登山が雨で流れてしまい、今回の活動はロープ結びで
した。結び方は覚えているつもりでしたが、ほとんど忘れて
しまっていました。やっているうちに全部思い出しましたが、
これからは定期的にチェックしないといけないなと思いまし
た。自在結びが特に難しかったので、いつでもできるように
なりたいです。

カブ隊２組　しか

　大山登山が雨で中心になってしまいました。残念なような
ちょっぴりうれしいような。そして、奥沢でロープのゲーム
をして、まき結び、じだい結びやいろいろな結び方を教えて
もらったりして楽しかったです。

忘れちゃったよ〜！！

最後に、これらを使ったゲームをしました。

3 組が優勝でした。

ビーバー隊の入隊式がありました



７月　活動予定
ビーバー隊
●　７月７日（日）　隊集会　工作　ミニボトルのぱたぱた船
★集合＝９：００　九品仏交番裏　　制服正帽
　　　　　（奥沢地区会館へ移動します）
★解散＝１２：００　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！ )､
　　　　　500 ミリリットルの空ペットボトル、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
●　７月２１日（日）　隊集会　ハイキング＆水鉄砲ゲーム
★集合＝９：００　九品仏交番裏　　制服正帽
　　　　　（多摩川台公園へ移動します）
★解散＝１３：３０　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！ )､
　　　　　着替え、濡れても良い靴（サンダル不可）、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
●　７月７日 ( 日 )　隊集会　水泳
★集合＝９：３０　尾山台小学校北口通用門
★解散＝１２：００　同上
制服正帽　
★持ち物＝水筒、水着一式、穴の開いていないレジ袋　
               （ゴー グル、ラッシュガード可）
○　プールが使えないとき
★集合＝９：３０　尾山台小学校北口通用門(オープンルーム)

★解散＝１１：３０　同上
制服正帽　
★持ち物＝７つ道具、水筒、うわばき
●　７月２８日 ( 日 )　組集会　夏季舎営準備
★集合＝９：３０　尾山台小学校北口通用門(オープンルーム)
★解散＝１２：００　同上
制服正帽　
★持ち物　＝夏季舎営荷物一式、うわばき
○リーダー会議　7/20( 土 )19：00-21：50　
　　　　　　　　奥沢地区会館②
●　8/2（金）〜 8/5（月）　隊集会　夏季舎営　入笠山
集合、解散、制服正帽　持ち物　しおり参照

ボーイ隊
. ●　７月２１日（日） 隊集会、救急法
★集合＝８：００　玉堤地区会館
★解散＝１５：００
制服正帽、７つ道具、レポート用紙、弁当

会議報告
◎育成会役員会　 　　6 月 10 日（月）10：30 〜　奥沢バーミヤン
◎団会議・団委員会　6 月 28 日（金）20：00 〜　奥沢地区会館第 2 会議室

会議予定
◎ 7 月 9 日（火） 10：30 〜  育成会役員会     　 等々力ドトール
◎ 7 月 26 日（金）20：00 〜　団会議・団委員会　　奥沢地区会館第 2 会議室
◎ 7 月 29 日（月） 9：30 〜  広報（さくら発送）　尾山台地区会館第 1 会議室　

☆育成会懇親会を終えて☆
　皆様、平素より育成会の活動にご理解、ご協力頂きありがとうございます。
　6 月 10 日 ( 月 )11 時 30 分よりラ・クープにて育成会親睦会を行いました。お忙しい中、14 名の方にご参加頂きました。新
しい方も迎え、美味しい食事と会話を楽しみ、交流をはかりました。会話の中心は、やはり息子達の事。同じ男子の母としての
悩みや先輩ママからのアドバイスなど会話が弾み、私自身楽しい時間を過ごさせて頂きました。
　今回残念ながら参加出来なかった方々、ぜひ次回ご参加頂けますようお願い致します。今後も育成会活動にご理解ご協力宜し
くお願い致します。 

育成会　日色　則子




