1
発行／ボーイスカウト世田谷第５団広報部

ビーバー隊カブ行事合同行事
12 月 22 日 合同クリスマス会
カブ隊副長

Jan.. 2014

ビーバー隊はカブ隊と合同クリスマス会を行いました。楽し
いゲームと歌、どんなスタンツが飛び出すか！わくわくです。
ビーバー隊

中村静香

今年もビーバーと合同で楽しいクリスマス会になりました。

ゲームは、新しくロープ渡しゲームが加わり、各グループごと
に手を繋ぎ、輪にしたロープを次の人に渡していくというゲー
ムです。指が使えないのでいかに早く渡せるかが勝負でなかな

カブ３組

スタンツがうまくできてよかった。リーダーたちのスタンツ

がおもしろかった。

か面白いゲームでした。なんとか悪戦苦闘しながら皆ロープを
渡しきりました。
他に伝言ゲームと間違い探しゲームをやり競いましたか、結
果１組がトータルで優勝しゲーム賞を獲得しました。
今年のスタンツのテーマは、
「雪の森の出来事」です。各組
楽しくスタンツを披露しましたが、雪の森の木になって願い事
を神様にお願いするが、色々あって最後には「世界中の人が幸
せになるように…」と願い、ストーリー 性が良かった２組に
スタンツ賞が贈られました。
リーダースタンツは、皆がよく知っている「桃太郎」の話を
軸にアレンジして演技しましたが、楽しんでいただけたでしょ
うか？
会場にはクリスマス会準備で作った切り絵を展示し、華やか
に盛り上げました。とても素敵な切り絵に仕上がったと思いま
す。
各家庭でクリスマスツリーと一緒に飾って下さい。 という
わけで、楽しく盛り上がったクリスマス会は無事に終わり今年
も残り少なくなりました。 来年も元気に活動に参加しましょ
う。

ビーバー隊

隊長

保科潔

ビーバー隊のスタンツ・白雪姫は、スカウトの台詞もしっか

り言えて、
演技もよかったです。練習してよかったね。ビーバー
隊保護者の皆様、いつもご協力いただき、ありがとうございま
す。よいお年をお迎えください。

カブ４組

ボーイスカウトのクリスマス会はすごくがんばりました。と

くにがんばったのはスタンツでした。自分のやくになりきるの
がむずかしかったです。れんしゅうの時はあまりできませんで
した。でも本ばんでは練習を思い出しがんばったらせいこうし
ました。今でも良かったと思います。

カブ隊

１１月 24 日 隊集会 物流博物館見学 & 東海道ハイク

神田雅代

カブ隊１組 しか

カブ隊副長

品川の物流博物館へ行きました。物流の歴史や今を知ること

ができる展示がされてますが、スカウトはふろしきの包み方講

物流博物館で見たビデオで昔の人が１００キロくらいの思い

ものを持っていて、すごいと思った。

座と、天秤棒かつぎ体験が印象に残ったようです。リーダーは
ユニホーム試着コーナーでおもいおもいに。
博物館の往きは、Ｊ R で品川駅に行き、駅中見学しました。
品川駅は新橋駅より古く、日本で最初の鉄道の駅です。記念石
碑も見学しました。
博物館の帰り道は、
今と昔の違いをわかって欲しかったので、
品川の宿場町経由、旧東海道を歩きました。昔の人は自分の足

カブ隊２組 うさぎ

物流はく物かんに行きました。

昔の物流は、トラックもなく、大変だなぁと思いました。
シミュレーションゲームもあり、たのしく学べました

で歩がないと、どこにもいけなかった。電車もバスも車も自転
車すらなかった。宅急便もないから重い荷物も背負って歩いて
いた。そして、自分の体力と気力がたよりだったことに気がつ
いてくれてたら嬉しいです

カブ４組 DL

本間千香

10 月から 4 組の DL を務めさせていただくことになりまし

品川駅をじっくり体験！

た、本間です。この 2 ヶ月間 いろいろな活動をしてきました

ここ

が日本初の駅だって知りまし

が毎回、楽しい活動ばかりで子供たちと一緒に楽しませても

た。

らってます。
今回は物流博物館と東海道ハイクに行ってきました。品川駅
の歴史や今と昔の運搬の違いなどの勉強ができ まだまだ知ら
ない品川が沢山ありました。施設内では風呂敷の使い方などを
教えてもらい、袋がなくても大きな風呂敷一枚あれば 袋 ( カ
バン ) にもなってしまう とても便利な活用術を学び いつかど
こかで彼らが思い出し 活躍してくれるステキな男子になって
ほしいと思いました。東海道ハイクは昔の面影はありませんで
したが途中クイズがあり、各組が盛り上がっていました。少し
づつですがチームワークがなってきているので嬉しいですね！
企画をしてくれている副長さん方々にとても感謝です。これか
ら子供たちと一緒に学び 成長していきたいと思います。どう
ぞ、よろしくお願いします。
品川駅の記念碑の前で。

物流博物館で、風呂敷講座。物

東海道品川宿を歩き、大井町ま

を運ぶ、というテーマで勉強し

で。

ました。

１2 月 8 日 組集会 クリスマス会準備
カブ隊副長

中村静香

クリスマス会の事前準備として、
クリスマスにちなんだ工作、

スタンツの練習、クリスマスソングの練習を行いました。
今年の工作は、クリスマスデザインの切り絵を折り紙で作り、
黒い台紙にレイアウトして貼り B4 の大きさの額に納めまし
た。切り絵のデザインは、サンタクロース、トナカイ、天使、
靴下と星、雪だるま、雪の結晶、光の輪、プレゼントの８種類
を用意しましたが、デザイン毎に折り紙の折り方があります。
私も見本用に四種類作りましたが、
なかなか楽しいものでした。
スカウトも思い思い熱心に作業していました。サンタクロース
に髭や手袋を付けてアレンジしているスカウトもいました。本
番のクリスマス会には仕上げた切り絵を展示しますので、保護

今年は切り絵を作りました。けっこうむずかしいぞ〜。

者の方もクリスマス会にいらしたら見てください。私も楽しみ
にしています。
今年のスタンツのテーマは、
『雪の森の出来事』です。ある
程度 DL が考えたストーリーで練習が出来たかな？
クリスマスソングも 3 曲バッチリ練習したので、本番のク
リスマス会は、大いに盛り上げて楽しくやりましょう。

カブ隊１組 うさぎ

今日はクリスマス会のじゅんびをしました。

まず、クリスマスの切り絵はいろいろな絵があってきれいでし
た。でも、ぼくはかく時にえんぴつで強くかきすぎて紙がやぶ

組ごとにスタンツの練習も。せりふおぼえられるかな〜。

けてしまったりして、むずかしかったです。
スタンツの話し合いは、みんなのアイデアがよく出てなかな
かきまらなかったけど、さい後はなんとかきまってよかったで
す。クリスマス会がどういう風になるか楽しみです。

カブ隊４組 しか

サンタやトナカイなどクリスマスにかんけいのある人ぎょう

を紙で作りました。楽しかったです。はさみできるのがたいへ
んでした。

クリスマスソングの練習にも余念がありません。完璧だ！

ボーイ隊
12 月 1 日 BS ラリー
BS 隊 カモメ班

BS 隊 カモメ班

レースはチェックポイントを回ってポイントを稼ぎます。

になれたのは嬉しかったのですが、１位になることができ

12 月 1 日、僕たちは BS ラリーに参加しました。この

スタート地点は世田谷区役所です。約 15 のチェックポイ
ントを回って約 8㎞から 10㎞くらい歩きました。新人ス
カウトの、佐藤君と近藤君が頑張ってくれたので、3 位を
取れました。とても嬉しかったです。

僕は、初めての BS ラリーで、３位になりました。３位

ませんでした。しかも、いっぱい歩いたせいか、帰りは、
疲れと寝むさのせいでくたくたでした。
今年は３位だったけど、来年は、１位になれたらいいな
～と、思いました。

12 月 14 〜 15 日 BS 隊 15 ㎞ ONH 〜高尾山にて
BS 隊 カモメ班

今回は ONH で高尾山周辺と高尾山の中を歩きました。
今回は 2 人一組でゴールを目指すというのではなく、5
団だけで団体で完歩しました。
今回の目的は「日昼とはちがう自然の息づきを感じる」と
いう事と、もう一つは「安全・防寒対策」でした。一つ目
は、東京では見られなく数限りない星が何個もあり、きれ
いでした。
また、流れ星も見えました。ぼくは五つ見ましたが、他の
スカウトの中には六つ見えたというスカウトもいました。
そして、二つ目の「安全・防寒対策」について、去年の
ONH は防寒対策がまったくできず、腹がものすごく冷え
てしまい、すごく痛かったです。
しかし、今年はそうはいかず去年の過ちをくり返さないよ
うによく注意し、完全防御しました。
ですから、今年はまったく「体が冷えた」等はありません
でした。防寒対策は完ぺきでしたが、安全対策の方はあま
りできませんでした。
来年は安全対策も考えて準備したいです。
今回は「やられてうれしかったことをやる」という事を学
びました。
去年、腹が冷えて歩けそうにない時に先輩に荷物をもって
もらい、ぶじ完歩できました。今年は一年目のスカウトが
自分の班にいたため、そのスカウトが体力をうばわれ眠く
なってきたので、ぼくは荷物をもちました。そしてそのス
カウトも無事に完歩でき、すごく嬉しかったです。
何より、自分がやられて嬉しかったのを人にできて良かっ
たです。

BS 隊 オットセイ班

僕の人生で初の夜間ハイク。僕はハイクにそなえて集

合 1 時間前まで寝ていました。その後電車に乗って高尾
へ。車内の暖房は厚着をしている僕らにとって暑いくらい
でした。そしてようやくスタート。最初はただひたすら街
道を歩き続け、と中にはきもだめしもありましたが、おど
かし役がいないので怖くありませんでした。山道に入っ
てチェックポイントの休憩中に見上げた夜空は、その日運
良く何個か流星群が見れました。下りの道で食べたカップ
ラーメンもおいしかったです。最終的に眠くなる人もいた
が僕は大丈夫でした。( 寝たのが効いたか？ ) なにより無
事に終わり本当に良かったです。

BS 隊トナカイ班

夜通し歩いて辛かったですが、星もきれいでご飯も美味

しかったです。
途中で眠くなってしまいましたが、一生懸命頑張りまし
た。
防寒着を着て歩いていたら、寒いどころか暑くて、いっ
ぱい汗をかいてしまいました。そこで冷えました。
大変でしたが、最終的には楽しかったです。

ベンチャースカウト隊

2013 年 11 月 13（土）〜 14 日（日）50km オーバーナイトハイク
VS 隊

VS 隊

回はもっとしっかり下見をして完歩したいと思います。

アだったので今回は完歩をしたかったのですが私の準備不足

今回は道を間違えたことで完歩とはなりませんでしたが、次

VS 隊

今回の５０ＯＮＨは二度目の挑戦だった。次こそはと完歩す

る気満々だったが、タイムアップで完歩できず。
。完歩完歩と
つい結果だけを意識してしまって、過程の時間というのを見落
としていた。
来年のＯＮＨは後輩達に是非リベンジしてほしい。

私は、今回で 2 回目の参加でした。前回は、CP2 でリタイ

により 2 人の足を引っ張ってしまい完歩出来ませんでした。2
人ともごめんなさい。来年は受験で参加出来ないので、再来年
完歩したいです。その時はこんな私ですが 2 人とも一緒に歩
いて下さい。

１月

活動予定

ビーバー隊
●

１月１２日（日） 隊集会

★集合＝８：３０

新年こどもまつり

九品仏交番裏

制服正帽

●

（世田谷区役所、世田谷区民会館へ移動します）
★解散＝１５：００

九品仏交番裏

１月１２日（日）隊集会新年こどもまつり

世田谷区民会館、区役所前
★集合＝９：００

★持ち物＝制服正帽＋防寒着着衣（ネッチを忘れずに！）、

●

カブ隊

等々力駅玉川総合支所前

★解散＝１６：００

等々力駅

ビーバーノート、雨具、弁当（おにぎり）
、水筒、

制服正帽

筆記用具、シーターポン、ハンカチ、ポケット

★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、カブ弁当

ティッシュ、手袋

※雨天決行

１月２６日（日） 団行事

★集合＝９：３０

おもちつき

等々力駅玉川総合支所前

●
制服正帽

（野毛青年の家へ移動します）
★解散＝１２：１５

野毛青年の家

★持ち物＝制服正帽着衣（特にネッチを忘れずに！）
、

１月２６日（日）組集会凧つくり

★集合＝９：３０

九品仏地区会館大広間

★解散＝１２：００

同上

制服正帽
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、新聞紙、はさみ、セロテープ

ビーバーノート、雨具、水筒、筆記用具、シーター

○リーダー会議

ポン、ハンカチ、ポケットティッシュ、防寒着、

東地区会館 ( 奥沢駅北側 ) 和室

手袋、食器武器（お皿とお椀とお箸）
※変更の場合は別途連絡します

１/ １８（土）１９：００－２１：５０奥沢

ボーイ隊
●

１月１２日（日）－１３日（月）スキー訓練

★集合＝１/ １２（日） 午前３：３０

等々力玉川支所集合

★解散＝１/ １３（月）２０：００ 等々力陸橋下
制服正帽
持ち物などはしおり参照
●

１月２６日（日） 餅つき大会

詳細は後日連絡します。

会議報告

会議予定

団会議・団委員会

11 月 29 日（金）20：00 ～

育成会役員会

12 月 9 日 ( 月 )10:00 ～ 12:00

奥沢地区会館第 1 会議室

◉ 1 月 14 日 ( 火 )

育成会役員会

10:00 ～ 12:00

自由が丘ロベックスジュース 2F
◉ 1 月 16 日 ( 木） 団会議・団委員会

自由が丘ロベックスジュース 2F

奥沢地区会館第 2 会議室

九品仏もちつき大会参加者顔合わせ

◉ 1 月 18 日 ( 土 )

12 月 19 日 ( 木 )10:00 ～ 11:30

9:30 ～ 14:00

九品仏まちつくりセンター 2F

◉ 1 月 28 日 ( 火 )

20：00 ～

九品仏もちつき大会バザー参加

九品仏参道
広報委員会（さくら発送）9：30 ～

奥沢地区会館第 1 会議室

☆保護者の皆様へ育成会より☆
平成 26 年 1 月 18 日に九品仏もちつき大会に於いて、育成会はバザーで参加し
ます。大切な収入となりますので、バザーのお手伝いされない方も献品でのご協力
宜しくお願いします。

