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９月８日 上進式
奥沢区民センターにて上進式が行われました
BVS 隊

新入隊スカウト：
君

CS 隊

上進スカウト：

新入隊スカウト：

BS 隊

上進スカウト：

VC 隊

上進スカウト：

入隊、上進、おめでとう！

弥栄、弥栄、弥栄！！！

ビーバー隊 ９月８日 上進式 隊長からのひとこと
ビーバー隊隊長 保科潔

おめでとう！ビーバー、秋山達彦君入隊。
ビーバー隊の新学期は１年生５名、年長さん１名からのスタートに、なりました。梨もぎ、イチゴ狩り バーベキュー、工作も

やります！楽しいプログラムが沢山。見学者大歓迎です。 保護者の皆様、ご支援よろしくお願いいたします。
カブ隊 DL 太田雄介

はじめまして。9 月からカブ隊 3 組のデンリーダーを務め

カブ隊
カブ隊副長

９月８日 上進式
神田雅代

スカウトの一年の始まりの行事です。スカウトの全員が一つ

上に上がります。うさぎはしかに、しかはくまに、同じカブ隊
のなかでも立場が変わり、新しい気持ちで始めて下さいね。
特に緊張していたのは、隊が変わり、着る服まで変わるメン
バー達です。カブ隊からボーイへは 6 人が行きました。特別
にぎやかだったメンバーですので淋しくなりました。
でも、ビー
バーから、8 人の元気なリスが入ってきました。楽しくなりそ
うです。そして、さらに新しく 3 人が五団のカブ隊の仲間に
はいってくれました。合計スカウト 25 名で、2014 年ぶんが
スタートしました。
活動の中で、組で話し合いをして、一年間の約束、目標を作っ
てもらったところ、どの組も最優秀組賞を目指すという、大変
心強い宣言を聞くことができました。頼もしいです。
この日の早朝に、2020 年東京オリンピックが決定し、七年
後に自分はどうしてるだろう？、何がやれるだろう？と、みん
なが考えたはずの一日です。自分の未来をしんけんに考える中
に、ボーイスカウト活動を置いて、高い志しを持ちたいですね。
保護者の方へ：新年度がスタートしました。リーダーは隊長

以下 12 名で皆さんの大事なお子さんをお預かりします。安

ることになりました、太田と申します。
上進式当日に前任 DL の児玉さんから制服を受け取り、途中
から着替えて参加したのですが、やはり私服と制服では心持ち
が全然変わるようです。着替えてからは、より積極的に参加で
きるようになりました。
世田谷 5 団の全員が揃っての上進式では、上進する子たち
それぞれの年齢に応じた宣言の言葉がしっかりしていたのに感
心しました。
式のあとは組ごとに分かれて今年度の目標を考えたのです
が、大人がとくに指し示すまでもなく新組長と新副長を中心に
なって、箇条書きの組ありイラスト付きの組ありと、それぞれ
個性的な発表ができました。
その後、カブ隊全員で揃って号令の意味の説明や隊列の組み
方、歌などを習いました。
僕自身がボーイスカウト初心者として勉強になったのととも
に（ポーズ一つとっても意味があるんですね）、子どもたちの
動きが大変しっかりしていて、とても感心しました。河西副長
のお話では、今年はとくによくできたということでしたが、そ
れにも納得の出来でしたね。
これから、ハイクや舎営など初めてのことがたくさんでワク
ワクしています。子どもたちとともに自分も成長していけたら
と思います。よろしくお願いいたします。

全、闊達なプログラムを展開するために毎回工夫し、調べたり、
話し合ったり、実行することを全員ボランティアでやっていま
す。ボランティア（スカウト活動では奉仕といいます）を通し
て、多くを感じ、学び、子供達や仲間からエネルギーをいただ
いています。今はベテランになり偉そうにしてます私も、元は
我が子だけの成長を祈る、普通の保護者でした。高 1 の我が

2 組 くま

ぼくは今日、2 組の組長になりました。

ぼくがしかの時は自分の事だけ考えていれはよかったけれど
も、組長になったので周りのうさぎやしかなどのめんどうを見
て 2 組をまとめていきたいと思いました。

子は今も、多くの善意のなかで育てていただいてます。思春期
の子育てを助けられ、私も少し、そのご恩をお返ししつつ、そ
れ以上に私自身が楽しんでいます。おひさまを浴びながら、未
来ある子ども達の健やかな成長に、ともに手を取り合い力をあ
わせましょう。よろしくお願いします。

カブ隊 1 組 くま

ぼくは、今回の上進式で 1 組の組長になりました。
1 組のメンバーは 7 人です。目標は最ゆうしゅう組賞なので、

組長としてがんばろうと思いました。

ボーイ隊 ９月８日 上進式
BS 隊 オットセイ

上進式をやって、ぼくが感じたのは、自分はもう班長になっ

て しまった事です。又 清水君もベンチャースカウトに行って
しまったのでさみしいです。

カブ隊

９月２２日 呑川緑道ハイク

カブ隊副長 河西淳

くまが卒業し、新しいりす・うさぎが加わった新体制での最

初のプログラムは街中ハイクでした。
九品仏を出発し、暗渠化された九品仏川の上の緑道を自由が
丘、緑ヶ丘と歩き、東工大のあたりから吞川の上の緑道を、都
立大、深沢と辿り、２４６号を経て駒沢公園に入り、そこでカ
ブ弁を食べた後、吞川駒沢支流緑道を下って再び吞川緑道に合
流して九品仏に戻る、というコースです。途中に九品仏川や吞
川についてのクイズを５問ほど交えながらのハイクでしたが、
全行程はなんと１３ｋｍもありました。この日は暑さが戻って
来た日で、日差しも強く、真夏日になりました。
目黒区民、世田谷区民にとっての絶好の散策コースですが、
炎天下の中、まとめて全て縦走すると ” 散策 ” というより ” イ
ンパール作戦 ” のような様相を呈し、みんな汗だくになりなが
ら黙々と歩いていました。しかしながら、その１３ｋｍを誰一
人脱落することなく、遅れることもなく、全員が予定通りの時
刻にゴールしました。これはすごいことです。ビーバーから上
進してきたばかりのスカウトも多い中、みんな良く頑張りまし
た。１０ｋｍを越えた時点で
「あと３ｋｍだぞ」
と声を掛けると、
「えーー！たったの３ｋｍ！楽勝じゃん！」という返事が返っ
てきたのには、頼もしさに少し感動しました。
新年度、いいスタートが切れました。
ちなみに、クイズ大会は５問中４問正解だった４組が優勝し
ました。

カブ隊 DL 青木由美

「今日は川の上を歩きます。」副長の一言に子供たちから驚き
の声が。こうして、呑川緑道 13km のハイクが始まりました。
お馴染みの九品仏交番からスタートし、九品仏川緑道を経由し
て呑川緑道を 246 号まで辿り、駒沢公園を通って戻る八の字
コースです。
このハイクで、息子はカブ、私は DL デビューを果たしたの
でした！内心「13 ｋｍ」にひるむ私をよそに子供達はグング
ン歩いていきます。
緑道とは暗渠化された川を活用したものですが、ところどこ
ろに橋の名残が銘板で読み取れます。それは数少ない「水」の
記憶であり、都市化・効率化で消えた「水」を想い、ちょっと
切なくなりました。子供たちは、そんな大人のセンチメンタル
にはお構いなしに、さらに歩いていきます。ときどき、緑道か
らそれた道を歩かざるを得ないのですが、子供たちは明らかに
緑道の方が元気があります。やはり、緑と水のチカラでしょう
か？
途中、トリビアクイズが出され、単調になりがちな平地のハ
イクへの工夫に感心。みなさ～ん、呑川って多摩川に合流せず

カブ隊 4 組 くま

に、直接東京湾に流れてるのですよ。知ってました？

ぼくたちは久品仏から駒沢オリンピック公園までの緑道を歩

駒沢公園手前が、疲れがたまる一番辛いポイントでした。子

きました。歩いている時にクイズがいろいろ出ました。一番む

供たちの「あと何ｋｍ？あと何分？」の声もいつのまにか無口

ずかしかったクイズは、
「駒沢公園は東京オリンピックの時に

に・・・。それでも、駒沢公園でカブ弁を食べて、元気復活！！

作られたが、その前は何があったか」という問題です。ぼくた

「ここまでで３／４歩きました」という副長の声に、一番元気

ちはゴルフ場にしましたが、正かいは野球場でした。4 組は、

が出たのは言うまでも無くＤＬの私ですが、それはおくびにも

5 問中 4 問正かいしました。みんなで話しあって、いい成せ

出さずに、子供たちを励ましながら残り１／３を歩いたのでし

きを残せてよかったです。駒沢公園でカブべんを食べました。

た。誰一人脱落することなく、元気にゴールしたのに感動！立

おいしかったです。帰りは久品仏まで歩きました。かいさんし

派立派！素晴らしい子供たちのチカラでした。

た後、家まで 3 キロ歩いたので、合計 16 キロ歩きました。足
のうらがいたくなりました。

子供たちと、初ＤＬ任務遂行を支えてくれた隊長以下皆さま
のサポートに感謝！これからも、よろしくお願いします！！
このハイク、次回は桜の季節が良いのでは？

カブ隊３組 くま

ぼくは、組長はどんな事をするのかなと楽しみにしていまし

た。うさぎスカウトにアドバイスをしたり、クイズの答えをま
とめたりした事が少し大変でしたが、はりきってがんばりまし
た。
クイズで負けてしまったので、今度は勝って景品を取りたいで
す。

ボーイ隊
８月２４〜２６日 夏期隊キャンプ
＠御前山青少年旅行村 （茨城県）
BS 隊 カモメ
今回はぼくにとってボーイ隊に正式に上進してから初の
隊キャンプで、二泊三日過ごしました。しかし人数が予想
以上に少なく、なんと三人という人数でキャンプをしまし
た。

大変だったことは食事です。米が二日目の朝まです

ごくかたかったです。二日目の以来もかたかったはかた
かったですが、二日目の朝までの米と比べたら、全然まし
でした。よかった事は意外に早くテントがたって、よかっ
たです。そして、カヌーがものすごく楽しかったです。も
う、キャンプの中で一番楽しかったです。これからはもっ
と早くテントや食事のしたくで自分が何をやらなくてはな
らないのかを考えていきたいです。

９月１４日
玉川神社神輿巡業奉仕
BS 隊 カモメ

今回はみこしをかつぐのではなくみこしをかつぐ子供た

ちの安全を確保するという事でロープを張り、ロープの外
に子供たちを出さないようにしました。
その日は 14 日で本当は 15 日もありましたが台風 18
号がやってきてしまい、その影響で 15 日の奉仕は中止に
なりました。
しかし、中止の連絡がきた後にちょうど晴れになってき
て、出かけていた母と一緒に車の中で「なんだ晴れてきた
～」と言っていました。
次回は国体の奉仕なので、気を引き締めていきたいと思い
ます。
BS 隊 カモメ

玉川神社の子供みこしの誘導に参加しました。

3 人しか集まらず、最初は心配しましたが、3 人で協力し
てみこしの周りにロープを張り、参加している子が車道に
出ないように注意を払いました。
3 人だけでも案外うまくでき、無事に終わりました。
雨天のため大人みこしはかつげませんでしたが、来年はか
つぎたいです。
BS 隊 カモメ

僕は BS 隊に入ったばかりで、初めての奉仕活動できち

んと出来るか心配でした。しかし、優しい先輩方や隊長、
副隊長が色々なことのやり方を教えてくれたのでなんとか
奉仕活動をやり遂げることが出来ました。

ベンチャー隊
ベンチャー隊

れ最高のカヌーを満喫できました。

今回は VS の活動の一環として夏休みという長期休暇を利

スカウトだけの活動で不安に駆られてましたが、目立つア

用して四国を一周して来ました。リーダーも同行せず、企画

クシデントもなく意外と行けるもんだなと身をもって経験し

も計画も三人で作成し実行しました。なぜ四国にって？？そ

ました。これからはスカウトだけで、いや一人でも諸所に行っ

れは記録的暑さを出した江川崎に行き、四万十川でカヌーを

てみたいと思います。

したいということで四国に決まりました。当日も天気に恵ま

前列右から松谷君、山根君、神田君。

アイルランド連盟のチーフス
カウト（一番偉い人）に日本
連盟からの友好の印を渡しま
した。

ローバー隊 アイルランド派遣
ローバー隊

今回８月１８日～９月１５日にかけてアイルランド派遣へ

参加していました。今回の派遣ではアイルランド連盟のキャ
ンプ場でスタッフとしてお手伝いをさせてもらい、２０１５
年日本で行われる世界ジャンボリーのためのプレゼンテー
ションなどを行いました。またこれらのみならず観光をした
り伝統的な文化にもたくさん触れさせていただきました。
１カ月という長期間でしたがあっという間に感じる１カ月
でした。様々な経験をさせてもらうと同時にたくさんの人に
お世話になり素晴らしい出会いをしました。
今回の派遣ではほとんどが２，３日で別の場所へ移動とい
うことでアイルランド全土を旅するような感覚でした。その
行く先々でスカウト関係の方にお会いしたり、スカウトミー
ティングに参加させていただいたりととても楽しかったで
す。
また世界ジャンボリーのときに撮影された写真が 2015
世界ジャンボリーのアイルランド連盟公式ポスターに使われ
ており、センターにしっかりと写っているという驚きのこと
もありました。このポスターも行く先々で貼られておりその
たびにサインを求められ、有名人になった気分でした。
今回の経験は英語はもちろんスカウトとしてそして人とし
て成長することができました。この経験を今後に生かしてい
きたいと思います。

「祭」の手ぬぐいを頭に巻い
ているのが私です。

１０月

活動予定

ビーバー隊
●

１０月１３日（日） 隊ハイキング [ 梨もぎをしよう！ ]

★集合＝９：００

九品仏交番裏

★解散＝１４：３０

制服正帽

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
☂小雨決行（大雨の場合は見学施設に行きます）
１０月２７日

団行事

★集合＝９：００

カントリーデー

等々力駅玉川総合支所前

★解散＝１１：３０

多摩川現地

★解散＝１２：００

等々力駅玉川総合支所前

制服正帽

★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、軍手、ポケット
ティッシュ

カブ隊
●

★集合＝９：３０

カントリーデー

等々力駅玉川総合支所前
同上

制服正帽
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、軍手
○育成会総会

１０/ ６（日）

○カブ隊保護者会

１０/ ６（日） １４：００～１６：００

尾山台小学校ランチルーム
○カブ隊懇親会

１０/ ６（日） １７：００～１９：００

九品仏駅前庄や
○リーダー会議

１０/ ２６( 土 )19：00-21：50

奥沢地区会館①

ボーイ隊
.●

１０月５日（土）、６日（日）

国体奉仕 @ 区立総合運動場 ( 砧公園 )

１０月１日（火）組集会

両日共通
赤い羽根共同募金

★集合＝７：３０
上野毛駅…４組

等々力駅…３組

尾山台駅…２組

九品仏駅…１組

★解散＝９：００

★集合＝６：３０ 尾山台駅
★解散＝１７：００ 尾山台駅
制服正帽、七つ道具
＊弁当は支給されます
●

１０月１２日（土）～１４日（月） 秋季訓練キャンプ～

新スカウト歓迎～ @ こどもの国

制服正帽

★集合＝１０/ １２（土）９：００ 尾山台図書館前

★持ち物＝水筒
●

１０月２７日（日）隊集会団行事

★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！ )､

●

●

１０月１３日（日）組集会

★集合＝９：００

てくたくハイク

九品仏交番裏

★解散＝１２：００

同上

詳細はしおり参照
●

１０月２７日（日） 団行事

★集合＝９：００

制服正帽
★持ち物＝７つ道具、水筒、てくたくブック ( ある人 )
☂雨のとき
★集合＝９：３０

★解散＝１０/ １４（月）１４：００ 尾山台小学校

等々力駅玉川総合支所前

★解散＝１２：００
制服正帽

カントリーデー

同上

、7 つ道具

九品仏地区会館大広間

★解散＝１１：３０

同上

制服正帽
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、てくたくブック ( ある人 )

会議報告
会計監査

会議予定

9月8日(日)

9:00 ～ 12:00

奥沢区民センター第 2 会議室

総会資料印刷 & 発送・役員会
10:00 ～ 12:00

9 月 25 日 ( 水 )

等々力出張所印刷室

◉平成 25 年度定例育成会総会

10 月 6 日 ( 日 )

◉ 10 月 28 日（月）9：30 ～

広報（さくら発送）

9:30 ～

奥沢区民センター第 1 会議室

尾山台地区会館第 1 会議

