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ビーバー隊

ビーバー隊隊長 保科潔
　１０月１３日（日） ビーバー隊は、九品仏交番裏に集合、新
メンバーによる、初ハイキング、梨もぎに行きました。登戸駅
から徒歩１０分の三平果樹園で梨、りんご、キウイフルーツを
もぎ取りました。リーダーがもぎたての梨を剥いて、スカウト、
保護者、皆で、食べました。その後、生田緑地の枡形山、山頂
を目指してハイキングをしました。多摩川からずっと登りで、
少ししんどいです。山頂広場で昼食、展望台で歌ったり、自由
時間で虫取りをしました。美味しくて、楽しくて、少し疲れた
一日でした。
　ビーバースカウトの制服、ご返却ありがとうございました。

ハイキングで、カマキリやバッタを捕まえたのが楽しかったで
す。

梨狩りが楽しかったです。

梨がおいしかったです。

梨がおいしかったです。

梨をとって梨を食べた時おいしかったです。

いっぱい遊んで楽しかったです。みんなと一緒に遊んで楽し
かったです。

ビーバー隊スカウトインタビュー



カブ隊副長　清水惠子
　今年も１０月１日都民の日に、赤い羽根共同募金の奉仕をし
ました。
募金額・お渡しした羽根の多い組、よくがんばりました。
少なかった組もがっかりすることはありません。
自分なりにまじめに募金活動ができたかどうか、が大事です。
結果として、このごろでは一番多く募金いただくことができま
した。
いつものように、出勤途中のリーダーや元リーダーが大勢寄っ
てくださいました。
いつものように、澤さんが各駅をまわって励ましてくださいま
した。
保護者の皆さまもどうぞ遠慮なく、スカウトのがんばる姿をご
覧ください。

カブ隊 1 組 しか 
　最初ははずかしかったけれど、と中で小学校の友達や知って
いる人がぼ金してくれて、だんだん楽しくなった。ぼ金を、福
島の子に分けてくれたらいいと思った。

カブ隊 １０月１日  組集会　赤い羽根募金

　都民の日　朝 7 時半から 9 時まで 4 組が 4 駅で赤い羽根共同募金活動をしました。
1 組九品仏駅、2 組尾山台駅上り・下り、3 組等々力駅、4 組上野毛駅で行いました。

募金額は……
＊上野毛駅…１４６５３円（羽８５）
＊等々力駅…２０４５０円（羽１１５）
＊尾山台駅…４４０２２円（羽２５０）
＊九品仏駅…２３９０５円（羽１２５）
ーーーーーーーーーーーーー
合計………１０３０３０円（羽５７５）

カブ隊１組　うさぎ 
　ぼくが、赤い羽共同ぼ金でうれしかった事は赤い羽が全て無
くなった事です。もらわない人もいたけど、全員と見に来てれ
た元カブスカウト ( 今はボーイ ) ときょう力して全部無くなっ
たからよかったです。

カブ隊副長　廣畑かね美
　上野毛駅で畑﨑君、佐藤君、原君の３人と募金活動をしまし
た。
少数ですが、よく声を出して頑張ってくれました。
募金箱が重くなってくると声を掛け合って交代する等、今後の
４組のチームワークを期待させてくれる面も見られました。

「（子供がボーイスカウトを）やっていたの！」とおっしゃりな
がら募金をして下さるご婦人がいらっしゃいました。
外国の方が募金をされた後、笑顔でカブの敬礼をして下さいま
した。
制服の力は偉大です。
みなさん、制服を着用中は特に心して行動しましょう。

等々力駅

上野毛駅

尾山台駅

等々力駅

九品仏駅



カブ隊 10 月 13 日  てくたくハイク

カブ隊副長 清水惠子 
　１３( 日 ) はてくたくハイク。
　今回は九品仏コースの西寄り、九品仏駅から玉堤地区会館あ
たりまでを地図を見ながら組ごとに歩きました。
　私たちの暮らすおなじみの町に、歴史ある神社やお寺、古い
用水、古墳まであることを学びました。
　組長を中心に地図をみる、しっかり歩く、拓本をとる、など
よく力を合わせ、想定した時間よりずっと早くゴールできまし
た。
　かかった時間で順位をつけましたが、歩くにも拓本をとるに
も、組の人数が少ないほど有利だし、迷子になりかかってもな
かなか教えてくれないリーダー ( ＝私 (^o^)) がつくと不利だ
し。
　あまり気にすることでもないかもしれません。でも大勢なら
余計によくまとまって力を合わせる、自分で地図をしっかり見
て迷子にならない、なら大丈夫。するとやっぱり順位は大事…？

カブ隊３組 しか 
　今日のてくたくハイクは組長の藤本くんとぼくの二人でし
た。だから、優秀賞がとれると思っていたけど 3 位でした。
疲れたけど すごく楽しかったです。
ダイエットになったかな？

カブ隊４組 くま 
　てくたくハイクは、歩くのが大変だったけど、町の様子が良
くわかったし、すべての石ひを見つけられてよかったです。な
かなか見つけられない石ひを見つけるとすごい気持ちがスッキ
リしました。みんなで努力してできたので、次てくたくハイク
をするのが楽しみです。

指令書通りの順番で探した石碑。それぞれの名前を写しとります。

途中のポイント、宇佐神社でサプライズチェック！　参拝の仕方

を教わりました。

宇佐神社では、「ちかい」「おきて」の復習もしました。

「てくたくブック」にクーピーペンシルで写しとります。ごしごし。 結果発表〜！



ボーイ隊

BS 隊 カモメ班 
　この前の集会では、進級チェックをしました。僕は今 2
級なので、次は 1 級と菊です。自分より下の後輩が入っ
てきたので、次長としてしっかり面倒をみたいと思います。
また菊をとって、再来年の世界ジャンボリーに行けるよう
に頑張りたいと思います。

９月２９日  隊集会＠玉川河川敷

 BS 隊 トナカイ班　
　今回の国体は東京開催であり、猪瀬都知事も『東京オリ
ンピックのリハーサルと思ってのぞむ』と言っていた。な
ので２０２０年のオリンピックに近いものがあるのかと想
像し、その時役立つ何かを得ようと思ったが、同じという
訳ではなさそうだった。具体的な活動内容としては選手へ
の東京都の宣伝や、地域ボランティアの手伝いで少し物足
りなさを感じた。これからも出きる限りこういう活動に参
加してみたい。

１０月５，６日  
国民体育大会奉仕

BS 隊 オットセイ班 
　こどもの国キャンプでは世界大変なこともありました
が、自分たちが協力して何とか頑張りました。又、インディ
アンかくれんぼなどの楽しい遊びなどもあって良かったで
す。 カレーもとても美味しくて良かったです。山田さん
の昭和荘は怖かったです。

１０月１２〜１４日  
秋季訓練キャンプ
～新スカウト歓迎 @ こどもの国



BS 隊 トナカイ班 　
　僕が今回わかったこと：大きな荷物で通勤電車に乗ると
駅の人に声をかけられて、まじ引きづりおろされます。土
曜日でも容赦ありません。大きな荷物は注意です。そのせ
いで僕は山田隊長を長い間待たせてしまいました。実は今
回のキャンプで食事のメニューの献立をつくる係をおおせ
つかりました。僕が夜到着すると、僕が考えたカレーがも
う既にできていました。それは、ゆで卵入りカレーでした。
名前は、新しいメンバーが入って来ての初めてのキャンプ
だったので、ウエルカムカレーと、名付けました。お菓子
も入る予定でしたが、それは全く入っていませんでした。
すごく疲れて帰宅しました。なぜなら新人君が活躍してく
れなかったからです。次回はスパルタでいきます。新人諸
君！お楽しみに・・・

BS 隊 カモメ班 　
僕は、2 泊 3 日の隊キャンプに参加しました。荷物の積
み込みは、3 人でやりました。　子どもの国に着いてか
ら、リアカーで荷物を運ぶのも大変でした。自分達で A
型テントを張るのは、難しかったけど、完成させることが
できました。2 日目はオリエンテーリングをしました。地
図とコンパスを頼りにポイントを探しました。1 日かけて
やったのでくたびれました。夜は、野宿をしました。次の
日、朝 5 時に起きて、テントをかたずける作業をしました。
磯田君の説明がとても上手ではやく、きれいにたたむこと
ができました。僕は、この活動で、「困った時に、どうす
ればよいのか」を、学びました。この活動で、頑張ったこ
とを、次回に生かしたいです。

ビーバー隊

●　１１月１０日（日）　隊集会　ゲーム／ソング／ひみつ
の工作
★集合＝９：００　尾山台駅　　制服正帽
　　　　　（行き先：玉堤地区会館）
★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、シーターポン、　　
　　　　　　　筆記用具、ハンカチ、ポケットティッシュ
●　１１月２４日（日）　隊集会　ディキャンプ
★集合＝９：３０　等々力駅玉川総合支所前　　制服正帽
　　　　　（行き先：青年の家）
★解散＝１３：００　等々力駅
★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、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
● １１月１０日（日）　隊集会　登山　丹沢大山 1252 ｍ
★集合＝６：４５　二子玉川駅改札前
★解散＝１７：００　同上
正帽、ネッチ着用　下にＴシャツ、長袖、長ズボン ( Ｇパン

不可 )、フリース・ダウンなどの防寒着持参
★持ち物＝ 7 つ道具 ( カブブック、ロープ、歌集は持ってこな
いこと。カッパは忘れずに ) 水筒 (1 リットル程度で、保温不可。
水筒が小さいときはペットボトルに水を入れたものを追加して
ください）、カブ弁当、軍手
☂　雨のとき
登山は 11/24( 日 ) に延期します。替わりに 11/24( 日 ) 予定
の施設見学を行います。
●　１１月２４日（日）　隊集会　施設見学　物流博物館と東
海道ハイク
★集合＝９：００　九品仏交番裏
★解散＝１５：００　同上　
制服正帽　
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、カブ弁当
※　11/10( 日 ) が雨で大山登山が 11/24( 日 ) に延期になり、
かつ 11/24( 日 ) が雨のとき
★集合＝９：３０　場所未定
★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　１１／２３（土）１９：００－２１：５０　
奥沢地区会館③

１１月　活動予定



会議報告および育成会より活動報告

平成 25 年度定例育成会総会　
10 月 6 日 ( 日 )9:30 〜 11:00  奥沢区民センター第 1 会議室
☆　議事内容は別紙にてご確認下さい。

尾山台ハッピーロードフェスティバル交通整理お手伝い
10 月 19、20 日 17:00 〜 20:00
☆保護者の皆様には、雨のなか交通整理のお手伝いありがとう
ございました。今後も来年 1 月 18 日には九品仏もちつきで、
バザーのお手伝いをお願いする予定です。皆様、お忙しいと思
いますが宜しくお願いします。

団委員会　10 月 6 日（日）　
☆総会後に行われた団委員会で、互選により花俣団委員長が次
期団委員長に再選されました。

団会議・団委員会　10 月 25 日（金）20：00 〜
奥沢地区会館第 2 会議室
☆ 2015 の世界ジャンボリーを成功させようというワッペン
が配布されるので、左胸につけるように。
☆ 1/13　登録説明会　　2/16　本登録
☆今後の団会議・団委員会の予定：基本的に第 3 木曜日
　次回は 11/29（金）、12/19、1/16、2/20、3/20、4/17
☆予算、決算の勘定科目の定義

会議予定
◉ 11 月 11 日（月）　育成会役員会
10:00 〜 12:00 自由が丘ロベックスジュース 2F
◉ 11 月 27 日（水）　広報委員会（さくら発送）
9：30 〜　奥沢地区会館第 3 会議
◉ 11 月 29 日（金）　団会議・団委員会　
20：00 〜　奥沢地区会館第 1 会議室

　雑収入…赤い羽根、寄付、銀行利息
　行事費…隊プログラムにかかる費用：交通費、入場料、宿泊費、
　下見費、材料費
　教材費…需品部で購入したスカウトブック等
　徽章費…需品部で購入した徽章類
　備品費…救急箱や道具箱の補充（備品簿作成のこと）
　テント等、多年使用の物
　事務費…コピー代、印刷代、紙代、文房具
　雑費…ATM、振り込み等の手数料
＊スカウト負担金があった場合は備考欄に内容（行事名等）を
記載その場合、行事費も備考欄に内容を記載
＊大きな行事は内容（行事名等）を備考欄に記載

ボーイ隊

●　１１月１０日（日）　備品整理 @ 尾山台小学校
★集合＝９：００ 尾山台小学校 
★解散＝１５：００ 尾山台小学校 
作業服、作業帽、ネッカチーフ、軍手、七つ道具、弁当
●　班集会
日時、場所等は班計画。
来春の班キャンプの計画をたてる。

ベンチャー隊

●　１１月９日（土）〜１０日（日）　５０ｋｍオーバーナイ
トハイク

１１月　活動予定（続き）




