
7 月 7 日   隊集会 水泳 
～尾山台小学校プールにて

カブ隊 3 組 DL 児玉紳一郎

　梅雨の中でのプールは、気が進まないと思っていましたが、
なんと随分早めの梅雨明け宣言。その上、本日は猛暑日となり、
最高のプール日和でした。
　まず、最初の活動は、スーパーのビニール袋やペットボトル
を使った「人命救助の練習」。ペットボトルにつけるヒモの結
び方が悪く、取れてしまい、先日やった縄結びの経験を生かさ
れず残念でした。縄結びの大事さを感じ、デンリーダーも反省。
その後の活動は、「各組対抗のリレー大会」。普段運動不足（？）
のデンリーダーも参加したリレーは大いに盛り上がりました。
デンリーダーの私も、ゴーグルはめくれ、コンタクトレンズの
目をプールの水に浸しながら、無我夢中で泳ぎました。恐らく、
スカウト達は、私が溺れているのではないかとは思い、先ほど
習った人命救助のペットボトルを投げ込もうかと思ったこと
でしょう。その後の自由時間での「流れるプール」や「ビーチ
ボール遊び」でもスカ ウト達はとても楽しそうでした。恐らく、
猛暑の中での行進よりも、清涼感たっぷりなプール活動がお気
に召したようです。
　さて、夏季舎営に向けて、準備準備！

最後は組対抗リレー .。3 組が優勝でした！

カブ隊 副長 三園真也

　妄想ニュース「スカウトお手柄！！」
８月某日、神奈川県湘南の海岸で溺れかけた子供を小学男子が
救助しました。事故当日、海岸近くを通りかかった少年は溺れ
ている子供を発見。助けを求める大人が周囲に居ないのでどう
すべきか迷ったが、とっさの判断で足元に落ちていたペットボ
トルに紐を結び、溺れている子供へ向かって投げ、それにつか
まらせ岸まで引き上げ救助した。少年の話によると、「僕はガ
ブスカウトをやっています。先日もプールでの活動があり、今
回の救助法をリーダーに教えてもらった事を思い出しました。」
少年には地元警察から感謝状が贈られる予定だそうです。
  こんな日がくる事を期待しながらプールでの指導をやりまし
た。今回は尾山台小学校の副校長も現場にいらしたのでやや緊
張しましたが、とても協力的でプログラムに対しても御理解頂
けたと思います。これからの季節水際での事故が多発します。
救助される側にならないよう気をつけて下さい。

おぼれている人がいたら大人を呼ぶ、つかまれる物を投げる、自分では決

して水に入らない、スーパーの袋を投げるのは、難しかったかな。ペット

ボトルは成功！
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2 組 くま 

　今日は水泳をした。最初にウォーミングアップ ( クロールな
ど ) をして、その次にビニール袋、ペットボトルを使い救助訓
練をした。そのうちペットボトルの方はすごく楽しかった。ひ
もにつなげたペットボトルを投げるのだが、ひもをはなしてし
まいペットボトルとひもが宙を舞い、勢いよくプールに落ちる。
それが楽しい ( 良い子の皆さんはマネしないよう )。 最後にリ
レーをした。2 組は草嶋→児玉→浅井→中里 DL →児玉→草嶋
の順で、3 回中 2 回一位で、最終戦三位以上で優勝をねらえる
状態だった。そこで三園副長が 2 組が強いとのことで広畑さ
んを投入。しかし広畑さんは帽子が無いので顔をつけずに平泳
ぎ。どんどん抜かされていく。。。結果三位だった。でもギリギ
リで優勝できよかったし、オマケの自由時間も楽しかった。  尾
山台小の先生方へ、プールを貸してくださり本当にありがとう
ございます。

1 組　りす

　袋で浮かぶのも楽しかったけれど、一番楽しかったのは、
ひもをペットボトルにつけて投げることでした。

この日、 くんの
入隊式がありました。
おめでとう！



カブ隊 副長 中里浩一

　今年の東京地方は雨の少ない梅雨とはいえ、強すぎるほ
どの日差しに恵まれたてくたくハイクになりました。世田
谷区が選定した名所・旧跡をてくたくブックの地図を見な
がら探訪します。各所に設置された石柱の ” 拓 ” をとるこ
とが ” てくたく ” の名の由来です（ご存知ない方はぜひス
カウトくんたちのてくたくブックをご覧ください）。各組
地図をみながら旧跡をめぐり、場所にちなんだクイズを答
えました。特に石柱を見つけるのは大人でも難渋すること
がありますが、ほぼ全ての組が時間内に全てのポイントを
見つけることができました。普段何の気なしに通り過ぎて
いる世田谷の風景を改めて感じるいい機会になりました。

6 月 23 日   組集会 てくたくハイク

カブ隊 4 組 DL 藤本雅巳

　前回 ( 昨年９月 ) は雨のため中止となり、私にとって初
めての「てくたくハイク」。
奥沢駅から４コースに分かれて１２個の拓本とりにスター
ト！
　４組は最初の拓本がなかなか見つからず、途中で二手に
分かれて何とか探し出しました。
　その後の拓本も意外とわかりづらい場所にあり、見過ご
したり通り過ぎたりと苦戦が続きました。
　交差点では地図を見て場所を確認し、方向を見定めるこ
との大切さに気付いた後は順調に探し出し、１２個すべて
の拓本とりができました。
　クイズも全問正解し ( ちょっとヒントありですが・・・)、
総合得点で４組は見事１位に！おめでとう！。
奥沢は立派な寺社が多く、土地の歴史を学びながらのハイ
クは贅沢な時間ですね。皆さんも機会があればぜひ！おす
すめです。

3 組 しか 

　あまり知らなかった奥沢の町をじっくり歩けて、石柱や神社
がたくさんあることを知りました。
一つだけ石柱を見つけることができなかったので、次回はすべ
て見つけたいと思います。

4 組 しか 

　てくたくハイクは、たくさん歩いて大へんだったけど、4 組
は全部まわれたし、一位が取れてよかったです。一位だったの
に、最ゆうしゅう組しょうを取れなかったのが残念でした。



BS 隊 トナカイ班　
　
　今日は救急法ということでゲストや「AED」の事をすご
く学びました。最初は見慣れない人が一名いたので少しびっ
くりしました。彼女は看護師として勤めている “ りこ副長 ”、
すごく色々なことを教えてくれました。午前は基本的に多
摩川で “ 意識がある人 ” と “ 意識がない人 ” で、短距離や長
距離を運ぶ方法をいかしてゲームをしたりしました。
　一つはスタートのロープの位置からけが人を毛布と棒

（枝）で運びました。そして、負けたチームは帰りの荷物を
持つという事でしたが・・・。
　隊長がもう一つゲームをやると言ったので、そのゲーム
で勝って皆で荷物を持つことになりました。午前はすごく
日光の出ている中みんな意外に頑張っていました。
　午後はだいたいりこ副長を中心として「AED」の事や「動
植物にかまれたりした場合どうするか」などをしました。ち
なみに皆さん「AED」って知ってますか。「AED」は駅など
色々なところに置いてあるそうで、もし誰かがたおれてい
たら、救急車を呼ぶより心臓マッサージなどをした方が良
いですね。そして、救急車などは他人にたのんでしっかり
責任を持たせて自分は自分ができることをしましょう。そ
して、「AED」も他人にたのんで見つかりしだい使います。

「AED」は意識が無い人にショックをあたえる装置です。も
し、誰かがたおれたりしていた場合は何か一つでもできる
事をやってみて下さい。

ボーイ隊

7 月 21 日 BS 隊 隊集会 救急法

BS 隊 トナカイ班　
　今回の救急法で、ぼくは、人が倒れた時に毛布と木と竹
を使って担架を作って運んだり、ネッチで足を固定したり、
ヘビなどにかまれた時の応急処置や AED の使い方や人口呼
吸の仕方を習えてよかったです。マスターバッチをもらえ
たのも嬉しかったです。

BS 隊 副長 山田良磨

　今回の隊集会は救急訓練でした。
　隊長の人脈と行動力により、看護士の方が参加してくだ
さったり、訓練用人形があったりと、とても本格的な訓練が
できました。
　私がスカウトの時は、消防署のおじさん方に救急訓練を
やってもらった記憶があります。その時に比べ今回は、より
身近な人が体験談などを踏まえながら、教えてくださったの
で、とても勉強になったと思います。
　スカウトもかなり集中して、訓練ができていたようです。
今回学んだ事は、スカウト活動だけではなく、生活してい
く上で、ふとした瞬間役立つ知識です。スカウトもリーダー
も、覚えた知識を忘れることがないようにしたいです。

BS 隊 オットセイ班 

　今回救急法を活動としてやった訳ですが…人を助けるって
やっぱり力を使いますね。
　午前中は様々な場面での搬送法をやったのですがどれも結
構力を使いました、ペアでやった時は相手に意識が無い状態
でのかかえ上げでギブアップ宣言をされてしまいました ( 重
すぎ )、絶対にハイキングで怪我できませんね。（汗）
　午後は怪我の処置をやりました、ラストには AED の使用
訓練。こっちは精神的に疲れました、目の前に横たわる人形
が本物の人間だったらと思い込むと案外簡単に焦るもので
す、手順も頭から飛びかけましたし実際に起きた時には余程
心が強くないと冷静に対処出来ないんじゃないだろうか。
　折角人を助ける事ができる方法を学んだのに万が一の時に
使える技術があるのに使えないなんてことが無いよう、強い
心を持ちたいと思いました。

 BS 隊 オットセイ班       

　僕は、ボーイスカウトで初めて、救急法をやりました。初
めは、どんな事をやるかと、思っていました。やったのは、
人が倒れている時や、怪我している時に、 どうやって運ぶか
をやりました。また、 それらを使った、ゲームなどもして、   
とても楽しかったです。ＡＥ D を、使った訓練もしました     
僕は、これらの訓練をして、もし人が怪我や倒れていた時、
助けてあげたいと思いました。

　しかし、今回は他にも骨折した時などの事も少しやって
すごくよく分かりました。勇気を持って人を助ける事はす
ごく良いことだと思います。

７月 7日　ビーバー隊に 君が入隊しました。おめでとう！



８月　活動予定

ビーバー隊
●　８月３日（土）　隊夏期行事　マザー牧場
★集合＝７：００　自由が丘ロータリー側女神像前　
★解散＝現地
★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、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、タオル、着替え、保険証のコピー、
　　　　　　　おこづかい
●　８月２５日（日）　隊集会　お別れハイク
★集合＝９：００　九品仏交番裏　　制服正帽
★解散＝１４：００　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 )、
　　　　　　　着替え ( 下着、Ｔシャツ、靴下、濡れても良
　　　　　　　い靴 )　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、タオル、
　　　　　　　ビニール袋
カブ隊
●　８月２日（金）～８月５日（月）　
隊集会　夏季舎営　入笠山
★集合＝７：３０　等々力駅玉川総合支所前
★解散＝１７：３０　同上
制服正帽　
★持ち物＝しおり参照

●　８月２５日（日）　
隊集会　お別れハイク　アスレチック
★集合＝９：００　九品仏交番裏
★解散＝１６：００　同上
制服正帽　
★持ち物＝７つ道具、水筒、カブ弁当
☂雨のとき
★集合＝９：３０　奥沢地区会館②
★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　８/ ２４( 土）１９：００- ２１：５０　
　　　　　　　　　　　　　　奥沢地区会館①

ボーイ隊
. ●　８月１８日（日）　夏季隊キャンプ事前準備
★　集合＝１３：００ 尾山台小学校職員通用門集合
★　解散予定＝１７：００
作業服、作業帽、7 つ道具
＊蚊が多いので、必ず長袖長ズボンを着用すること
●　８月２４日（土）～２６日（月）　(2 泊 3 日 )
夏季隊キャンプ
御前山青少年旅行村 ( 茨城県 )
詳細は後日しおりを送付します。

会議報告

育成会役員会　　　7 月 16 日　10:30 ～　等々力ドトール
団会議・団委員会　6 月 28 日の会議で次年度の団行事案が出
　　　　　　　　　されました
　　　　　　　　10/19　ハッピーロードフェスティバル
　　　　　　　　10/27　カントリーデー
　　　　　　　　12/22　カブ・ビーバー合同クリスマス会
　　　　　　　　1/26　餅つき
　　　　　　　　2/23　BP 祭
　　　　　　　　5/11　団まつり
団会議・団委員会　7 月 26 日（金）20：00 ～　
　　　　　　　　奥沢地区会館第 2 会議室

　　　★各隊活動計画書提出
　　　★次年度リーダー編成
　　　☆世田谷 5 団（4 団、5 団、14 団）、優良団として東京
　　　連盟より表彰されました。

会議予定
◉ 8 月 28 日（水）9：30 ～　 広報（さくら発送）　
　　　　　　　　　尾山台地区会館第 1 会議室　
◉ 8 月 29 日（木）20：00 ～　団委員会　　　　　　
　　　　　　　　　奥沢地区会館第 2 会議室
◉ 8 月の育成会役員会は未定です




