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　ビーバー、カブ、ボーイで等々力駅から多摩川までゴミ拾い
をしました。9 時半玉川総合支所前集合。全体を 4 班に分け
て出発。等々力不動や玉堤などのゴミを拾い、河川敷をめざし
ました。集めたごみの量で、Ｃ班が 1 位でした。記念にバッ
ジをもらいました！

住宅街は、たばこのすいがらや空き缶、ペットボトルを拾いました。「ボー

イスカウトだ！」と町のひとたちにも声をかけてもらったり。

出発だ！　車に気をつけて。

一位の商品は、元気玉（アメ）でした。おつかれさま！

カブ隊副長　神田雅代
　毎年の恒例行事でまちの人達に喜んでもらえるよう、一生懸
命ゴミを拾ってあるきました。ボーイのお兄さん達の指導で、
燃えるゴミ、燃えないゴミ、カンビンペットボトルを分けて、
袋にあつめました。
一生懸命すぎて、ちょっと道路で危なかったけど、頑張りまし
た。まちのひとも、「ボーイスカウトか、いいね！ありがとう」
などの声をかけて下さいました。喜んでもらって、きれいになっ
て良かったね。

カブ１組　
　今日はカントリーデーで、等々力駅から多摩川までの道路の
ゴミ拾いをしました。タバコのすいがらからそ大ゴミまで、た
くさんのゴミが捨てられていました。ゴミを拾って道路がきれ
いになり、スッキリした気分になりました。町が汚くなるので、
ポイ捨てはしないようにします。

カブ２組　
　カントリーデイはカブになっての参加は二回目でした。ごみ
が一杯落ちていて、なかでもビンや缶が落ちていたので、僕は
ごみを道路にポイ捨てするのではなくちゃんとしたゴミ箱に捨
てようと思いました。
　また、来年も頑張りたいです。



11 月 24 日　デイキャンプビーバー隊

飯田  尚子
　１１月２４日、日曜日、ビーバー隊は、野毛青年の家で、デ
イキャンプをしました。天堂副長が、保護者のお父さん方に、
飯ごうの使い方と、美味しいカレーの作り方を、ご伝授しまし
た。ビーバースカウトは、ツイストパンをかまどで焼きました。
ビーバースカウト アンケート
 カレーが美味しかった人
６名、中５名、まあまあ１名
ご飯が美味しかった人、
６名、中５名、まあまあ１名
ツイストパンが美味しかった人、６名、中３名、まあまあ３名
でした。

ボーイ隊

BS 隊 オットセイ班 
　隊キャンプから帰った後の備品整理をやったが、オット
セイ班はほとんどまともな備品がなく、…というか、無く
なっていました。仕方がないので、他の班やリーダーから
備品を分けてもらって、何とか間に合わせることができま
した。（オットセイ班ってこんな感じだっけ？）
春の班キャンプは、海のそばでやることになった。海の
キャンプと言えば、きらら浜でやった日本ジャンボリ―

（16NJ）を連想するけれど、楽しみです。

11 月 10 日 備品整理～尾山台小学校にて



カブ隊副長　三園真也
　大山登山は長年河西副長が担当され熟成したプログラムです
が、今回私が担当を引継ぐ事になり、私なりの大山登山にした
いと思い、色々考えました。
　行きの電車で山クイズを出したり、事前に山行の時間、距離、
標高が分かる地図を渡し山登りの概要をイメージしてもらい、
自分達が今、どれだけ歩いて、どこにいるか、そして後どれだ
け歩くのかなどを感じながら登って欲しいと思いました。
　そして、登山ルートも今ままでの時計回りの逆で登りました。
しかし、当日はあいにくの曇り、さらに午後からは雨の予想。
当日朝直前まで隊長と検討し決行。
　前回の登山が雨で中止になっているので初めて大山に登るス
カウトも多く、全員バテずに登れるか不安はあったのですが、
無事怪我人も無く登頂成功。
　山頂は気温こそ 10℃でしたが、風も強く体感温度はさらに
低かったのではないでしょうか。
　ダウンを着たり凍えながらのカブ弁当。休憩もそこそこに出
発したので、それほど雨に降られる事もなく下山。大人は下り
で膝が笑ったり難儀する人も多いのですがスカウト達は岩を飛
び降りながら楽しそうに下っていました。登山の楽しみが分
かってもらえたかな？

カブ隊３組 くま 
　僕には二度目の大山登山ですが中々につらかったです。
　次長として班の後ろに付き、隊がバラけ無い様に気を配りま
した。
　頂上はとても寒くてまるで北極に居るようでした。さらには
おにぎりがとても冷たくて氷の様でした。だからお腹の中も冷
えてしまいました。

カブ隊 １１月１０日  隊集会　大山登山

カブ１組 DL　畑崎祐子
　10 月から１組の DL を務めさせていただくことになりまし
た、畑崎です。アウトドアはきらいじゃありませんが、身体を
動かす時間が数年まったくなかったので、大山登山、じつは堪
えました。しかし、子どもたちは、とりわけ下りの岩ゴツゴツ
の道を、駆けて舞うように降りる姿を見て、「小鹿かこのひと
たちは…」と思った次第です。翌日親子で筋肉痛になり、どん
だけ運動不足か思い知りました。でも、山の空気を経験するの
は、やはり子どもたちにも貴重な経験だと思います。準備され
た副長はじめ、天候の判断など大変な点もありますが、代々続
けていけたらいい行事だな、と思いました。

6 時 45 分、二子玉川駅集合。

曇り空がちょっと怪しい？

１１月２４日  が入隊しました (4 組次長
）弥栄、弥栄、弥栄！

カブ隊４組 しか 
　大山に行ってたのしかったです。一回水とうのふたをちゃん
と閉めていなかったから水をもらしちゃったけど、山登りは
ちゃんとできたと思います。これからは大山登山で水とかをも
らしたくないと思います。お弁当を食べるところで寒かったか
ら、ちょっとたいへんでした。

ケーブルカーで登山口まで。

けっこうな傾斜がありました。

中腹の見晴台で休憩。「山頂は

あそこ！」と指差された先は、

けっこう遠いぞ〜。

登りは割りと足場の良いコー

ス。風が冷たい〜！

ゴールの阿夫利神社で記念撮

影。ちょっと降られたけど、そ

れもいい経験だったかな？



BS 隊副長　町永莉江子
　強い雨の中、楽しい野外ゲームが行われ、皆と笑いながらも
寒さに震え、びしょぬれになった靴と靴下をそーっと脱いで午
後の講義を聞いた、という一日だった。
　「自然では、予想出来ないものがあるからこそ、学んでいける」

「冒険的要素や、挑戦する気持ちを持たせることが大切」とい
う話を聞いて、なるほどと思う。
　私は、信頼のおける高校の同級生の話を聞いてスカウト活動
に参加させて頂いたが、やはり共感・感心できるものが多かっ
た。
　私は３０歳を過ぎており、子供ではないが、スカウト活動が
重要視している事はどれも大人にとっても大切なことばかりだ
と感じた。思い通りにいかないこと、人間の力だけでは敵わな
いものがあること、それは、多様な人々に接し続ける社会人と
して生きる際、また、震災などを通して感じる人間の小ささを
かみしめる時に、痛切に必要とされる学びであると思う。人生
も社会も思い通りに行くことの方が少なく、だからこそ、挑戦
する気概や、それでも人生を肯定できる感受性が必要とされる
のだと思う。

ボーイスカウト講習会に参加して

平成２５年１０月２０日（日）
１０：００〜１７：３０　東京農大

　誠実さ、友情、礼儀正しさ、親切心、快活さ、質素を求める
心、勇敢さ、感謝する心、どれも必要で、そして大人であって
も不断の努力がなければ到底守れないことばかりである。それ
を、「おきて」として何度も耳にする機会のあるスカウト活動は、
改めて自分を見直す良い機会であるような気がした。
　大人になっていく過程で、たとえば親切心を逆手に取られて
嫌な思いをする事があるかも知れない。私も何度か悲しい気持
ちなった事があるような気がする。
　しかし、講習会に参加して、純粋な気持ちに立ち返れるよう
な気がした。社会はときに激しい競争、私利私欲の衝突も見受
けられるが、スカウト活動に参加させて頂いている以上、それ
でも「おきて」を守れる人になりたい。そして、たとえ善意
を逆手に取られるような事があっても悲しまない強さを持ちた
い。ちょうど研修ノートに書かれていた後藤新平の言葉、「人
のお世話にならぬよう、人のお世話をするよう、そして報いを
求めぬよう」を読みながら、思った。
　スカウト活動の入口に立ったばかりだけれど、多くの学びを
した一日だったと思った。

☆保護者の皆様へ育成会より☆

　いつも育成会へのご協力感謝致します。
　1 月は、バザー献品とお手伝い、団もちつきのお手伝いとお願い事が続きますが、
ご理解ご協力宜しくお願いします。



ビーバー隊

●　１２月８日（日）　隊集会　
スタンツ準備（ゲーム・ソング・工作）
★集合＝９：００　奥沢区民センター　　制服正帽
★解散＝１２：００　奥沢区民センター
★持ち物＝制服正帽着衣 ( 特にネッチを忘れずに！ )､ 雨具、
　　　　　ビーバーノート、水筒、筆記用具、ハンカチ、
　　　　　ポケットティッシュ
●　１２月２２日（日）　合同隊集会　
クリスマス会　カブ隊と合同
★集合＝９：００　尾山台小学校北口通用門
　　　　　　　　　( オープンルーム )
★解散＝１２：００　尾山台小学校オープンルーム
★持ち物＝交換用プレゼント（500 円程度のもの、飲食物
　　　　　　は ×）
　　　　　　制服制帽着衣（特にネッチを忘れずに！）、雨具、
　　　　　ビーバーノート、水筒、筆記用具、ハンカチ、
　　　　　ポケットティッシュ、上履き
カブ隊
●　１２月８日（日） 組集会クリスマス会準備　
クリスマス切り絵プレートを作る , ほか
★集合＝９：００　奥沢地区会館②
★解散＝１２：００　同上
制服正帽　
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、はさみ、スティックのり、
　　　　　スーパーの袋 ( 大 )、新聞紙 2 枚

●　１２月２２日（日） 隊集会
クリスマス会　ビーバー・カブ合同
★集合＝９：００　尾山台小学校北口通用門　
　　　　( オープンスペース )
★解散＝１２：００　同上
制服正帽　
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、500 円程度のプレゼント ( 食べ
　　　　　物は ×)、クリスマス切り絵プレート、うわばき
○リーダー会議　12/14( 土 ) １９：００―２１：５０　
　　　　　　　　奥沢地区会館③
ボーイ隊
●　１２月１日（日） BS ラリー
★集合＝７：４５ 尾山台駅
★解散＝１６：００　尾山台駅
    制服正帽、7 つ道具、筆記用具、弁当

●　１２月１３日（金） 保護者会
    20:00 〜  奥沢地区会館第一会議室
●　１２月１４日（土）〜１５日（日） 高尾山 20kmONH
★集合＝１２/ １４（土）１９：００ 尾山台駅
★解散＝１２/ １５（日）１０：００ 尾山台駅
    ネッカチーフ、作業帽、活動着、防寒具、ヘッドライト、
弁当
    ＊後日しおりを配布します

１２月　活動予定

会議報告　

育成会役員会
11 月 11 日（月）10：00 〜 12：00　
自由ヶ丘ロベックスジュース 2F

会議予定
◉ 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
◉ 12 月 9 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 2 F
◉ 12 月 19 日（木）団会議・団委員会 20：00 〜　
奥沢地区会館第３会議室
◉ 12 月 27 日（金）広報委員会（さくら発送）9:30 〜　
奥沢地区会館第 3 会議室




