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ビーバー隊 ・ カブ隊

ビーバー隊隊長　保科潔
　１月１２日 ( 日 ) ビーバー隊は、新年こどもまつりに、参加
するため、世田谷区役所に行きました。
　雪の滑り台、ワイヤーと滑車を使った、遊具 ( 世田谷区のボー
イスカウトリーダーが組み立てました。)
　書き初め、工作等楽しみました。
　若林公園で  君 年長 の入隊
式を行いました。
　保護者の皆様、本年もよろしくお願い致します。　



12 月 22 日　クリスマス会

カブ隊　３組 DL　太田雄介
　初めてのクリスマス会でした。
僕は 3 組のスタンツがうまくいくかどうかで内心ドキドキし
ながらスタートを迎えましたが、会が始まってみれば歌やゲー
ムが楽しく、あっという間に順番が回ってきました。
3 組は狼の住む冬の山小屋に、色々な小動物が訪ねてきて…と
いう話でしたが、何度も練習した甲斐あって、みんなに伝わる
スタンツができたと思います。
組ごとに違った個性のスタンツになっていて、決まった台本通

りにお芝居をするのではなく、自分たちで相談しながら話を組
み立てていくやり方はとてもよかったと思います。
そして、リーダースタンツのクオリティー！指導者それぞれの
キャラクターも踏まえた（？）オリジナル桃太郎はとても楽し
かったです。

＊前回の切り絵飾りの制作に始まった一連のクリスマス行事に
普段の屋外活動とは一味違う面白さを感じて、ボーイスカウト
活動の幅広さと奥深さを満喫した年末でした。

★お詫びと訂正：「さくら」2,014 年１月号の「クリスマス会準備感想文」のなかの「4 組 しか 太田雄飛」くんとなっていた感想文は、
「2 組 うさぎ 太田千皓」くんの間違いでした。ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。お詫びして訂正いたします。

カブ隊

カブ４組
　今日は世田谷区民会館へ新年子供まつりに行きました。
　竹トンボを作ったり、風船をもらったりといろいろと楽し
かったです。
　公園ではお昼を食べ、とてもおいしかったです。
　最後は待ちに待ったクイズタイムでした。それぞれ決まった
場所を歩きとても疲れてしまったけれど、頑張れたので良かっ
たと思いました。

カブ隊　副長　藤本雅巳
　新年最初の活動であり、多くのスカウトが楽しみにしていた
新年こどもまつり。
　お目当てのゲームをしたり、本だなや皮のキーホルダーを
作ったりと、限られた時間でしたが思う存分楽しむことができ
ました。
　カブ弁当を食べたあとは、等々力駅まで約７ｋｍのハイクを
開始。
　途中、松陰神社、豪徳寺、世田谷郷土資料館、駒沢給水塔、
駒沢緑泉公園、深沢神社に寄り、見学とクイズをしました。
風が和らぎ日照りも良かったためスカウトの足取りも軽やか
に、時間通り等々力駅に到着できました。
　個人的には副長として初めての企画を無事終了することがで
き、その晩はぐっすり眠れました。

カブ隊　１組 DL　畑崎祐子
　組長がお休みのなかで、世田谷区役所から等々力までのハイ
ク。どうなるかなと思ったのですが、地図読み担当、組長代行
の次長、クイズ担当、とみんな役を自然と分け持ち、頑張り通
しました。おだやかな天候にも恵まれ、みんなの新たな面を発
見できて、ますます１組が好きになった１日でした！

カブ隊　３組組長
　ぼくにとって最後の『新年こどもまつり』だったので、たく
さんまわれるように時間を決めて行動しました。
　クイズでは、みんなが力をあわせてがんばったので、全問正
解しました。帰り着く時間はおそかったのですが、クイズに正
確に答えらえて良かったです。



ボーイ隊

12 月 1 日 BS ラリー

BS 隊 カモメ班 
　僕は寝坊をしてしまいました。だから皆に迷惑をかけて
しまいました。
だからがんばろうと心を改め BS ラリーを開始しました。
しかし、最初の目指す場所が遠かったために早くも疲れて

BS 隊 トナカイ班 
　野沢温泉のスキ－場はとても雪質がよくて気持ちがよ
かったです。友達と滑るのがとても楽しかったです。前よ
り上手になった気がします。

BS 隊トナカイ班 
　今回のスキー合宿で、こんなに楽しいスポーツを知らな
かったんだなと思いました。最初はスキーが全然滑れなく
て、悔しかったけど、気をつけてやっていたら段々コツが
つかめてきました。スキーは今度また別の行事でもやるの
で、そこで練習して来年はもっと上手くできるようにした
いです。合宿、とても楽しかったです。

1 月 12 日～ 13 日 BS 隊 スキー訓練合宿＠野沢温泉スキー場

しまいました。そこから走ったり歩いたりしながらスター
ト地点に一番近いチェックポイントを回って終了しまし
た。三位に入賞でき、凄く疲れたけれど、やりきれたと思っ
たので良かったです

BS 隊 カモメ班 
　僕は初めてスキー訓練に参加しました。初めてのスキー
だったので楽しみな気持ちと不安な気持でした。　ゲレン
デに行くとブーツのはきかたがわからず、転んでも起き上
がれず、不安が的中しました。
　とても大変でしたが、渡口副長が丁寧に教えてくれて、
僕はやっと立てるようになりました。　それからは少しで
もみんなに追いつこうと練習し帰るころには少しですが滑
れるようになりました。
　ゲレンデを滑る気持ち良さはスキーの楽しさと感じるこ
とができました。そして何よりこの訓練では努力すればそ
の分良い結果が得られるということを学びました。

BS 隊 オットセイ班
　人生初のスキー合宿に行った。初日はスキーの基礎を学
んだ。緩やかな道を滑った時は調子が良かったが傾斜が入
るゲレンデではうまくいかず何度も転び、何度もスキー板
がはずれ何度も加速しすぎてブレーキが効かなかった。そ
して最終滑走。これが運悪く僕は外国人の人に激突され眼
鏡のレンズを片方落としてしまった。翌日の検定では最後
に転んでしまったがゴール際だったため減点にならず 4.1
級を獲得。色々あったが楽しいスキーキャンプだった。

BS 隊 カモメ班 
　僕は、スキーをするのが初めてで出来るかどうか不安
だったけど、練習するうちにだんだん出来るようになりま
した。１回だけ、ジャンプができたけど、こけてしまいま
した。
　来年も、スキーに行きたいです。　　

BS 隊 カモメ班 
　ボーイ隊でのスキーは二回目でしたが、今回は頂上まで
行かれたし、ほとんど転ばなかったのでとても嬉しかった
です。楽しいスキーになりました。



BS 隊 オットセイ班 
　今回の、スキー教室で行くスキーは、ぼくにとって 3
回目となるスキーでした。3 回目ということで、張り切っ
ていたのですが、皆のレベルが異様に高く、結構酷い恰好
を晒してましたが、楽めたので良かったです。来年のスキー
教室では、もうちょい恰好よく滑れるよう頑張ろうと思い
ます。

BS 隊 オットセイ班 
　僕は、一年振りに BS スキー訓練に行きました。前のス
キー訓練はあまりおもしろくなかったので今回は期待して
いました。野沢温泉は雪質が良くてとても滑りやすいと思
いました。又、ナイタースキーも人が少なくて良かったで
す。僕は野沢温泉スキー場がとても気に入りました。又い
つか、野沢温泉スキー場に行きたいです。

BS 隊 トナカイ班 
　ぼくが楽しかったのは、中級者コース、、、ではなく、ナ
イターでした。もちろん滑ることも楽しかったのですが、
隊長の車で、ライトに照らされたゲレンデに行くときが、
とてもワクワクおもしろい時間でした。しかも、ぼくはナ
イターを滑ったことで、少し凍った雪も体験できました。
よって、1 日目の普通の雪、ナイターの凍った雪、２日目
の新雪の３つの雪を感じられました。新雪はとてもさらさ
らで、ある特定の場所に行くとすねまでうもれます。何回
転んでも OK です。その後、、、、筋肉痛や、スキーブーツ
と普通の靴の感覚の違いなどから立ち直るのに時間がかか
りました。リーダーの方々、みんな上手で So cool ！野
沢はやっぱり So So cool !!

BS 隊 トナカイ班 
　僕たちは野沢温泉スキー場に行きました。ゲレンデの雪
は細かくて、柔らかくて滑りやすかったです。
でも、1 年ぶりのスキーで、パラレルターンの練習中に転
んで足がギクッとしました。日色君からシップをもらって
貼り、そのまま続けました。
2 日めは、渡口副長、日色君、倉形君、柳沢君達と頂上ま
で行って滑ってきました。雪が少し降っていて先が見えに
くかったし、足が疲れました。2 日間、みんなと楽しく過
ごせて良かったです。ありがとうございました。

BS 隊 カモメ班 
　この間のスキー訓練合宿でたくさんのことをしました。
初日のスキーでは、最初にみんなで初級コースをすべり、
そのあといきたいひとで中級コースに行くというかたちで
した。ぼくは中級コースに行ってすべりました。中級コー
スには、上手い人がたくさんいて、いたがどういったとき
にどういうかたちになっているかなどをさんこうにしてす
べりました。そうしているうちにだんだんコツがわかって
来て前より上手くすべることができました。そのあと宿に
戻り、部屋に入ると温かいこたつがあり、まったりしてい
ると、夕食の時間がきて、おなかいっぱいに食べました。
そのあとのおふろは幸せでした。２日目はいきたいひとだ
けで頂上に行きました。そのときの頂上の気温はー 10 度。
あたりは風で雪がちり、真っ白でまえが見えないほどでし
た。それでもなんとか 1 時間をかけて下りました。その
後、パラレルターンの練習をして検定をして終わりました。 
また来年もいって上達したいと思います。

BS 隊 トナカイ班 
　去年に引き続き、2 度目の参加となりましたが、今年は
去年に比べて人数が多く、賑やかなスキーでした。訓練と
してはできていない部分も多々ありましたが、今回得たこ
とを次へとしっかりつなげていきたいです。



ビーバー隊

●　２月９日（日）　隊集会　たこ作り（工作、ゲーム）
★集合＝９：００　九品仏交番裏　　制服正帽
★解散＝１２：００　九品仏交番裏
★持ち物＝制服正帽着衣 ( 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、ハンカ
　　　　　チ、ポケットティッシュ
●　２月１６日（日）　隊集会　ミニハイキング＆たこあげ
★集合＝９：００　九品仏交番裏　　制服正帽
★解散＝１２：００　九品仏交番裏
　　　　　（二子玉川、兵庫島へ移動します）
★持ち物＝制服正帽着衣 ( 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、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）

カブ隊
●　２月９日（日） 隊集会　たこあげ
★集合＝９：３０　等々力駅玉川総合支所前

★解散＝１２：００　同上　 
制服正帽
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、たこ、セロテープ
☂　雨のとき
★集合＝９：３０　尾山台小学校北口通用門 ( オープンルーム )
★解散＝１２：００　同上 
制服正帽　
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒
●　２月２３日（日）　隊集会　
スケート（神奈川スケートリンク）
★集合＝１１：００　九品仏交番裏　
★解散＝１６：３０　同上
制服正帽　
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、カブ弁当、長ズボン、手袋
○リーダー会議　２/ １５( 土 ) １９：００－２１：５０　
奥沢地区会館③

ボーイ隊
●　２月９日（日） 隊集会
★集合＝９：００ 多摩川河川敷 
★解散＝１２：００ 同所         
ロープワーク、進級チェック
制服、作業帽、七つ道具
●　２月２２日（土）－２３日（日） 星座観察
詳細は後日連絡します。
土曜の夜に観察する予定です。

２月　活動予定

会議・活動報告　

団会議・団委員会　　1 月 16 日（木）20：00 ～　
奥沢地区会館第 2 会議室
★ 団名簿の作成
★ さくらの電子配信…HP 作成　→　紙の「さくら」か
ら今年度中徐々に移行
★ 「もちつき」は場所が確保出来なかったため、5 月 11
日の「団まつり」時に行う
★ 「BP 祭」も場所が確保出来なかったため、3 月 16 日
に行う（奥沢区民センター第 1 会議室）

育成会役員会　　1 月 14 日（火）10：00 ～ 12：00　
自由が丘ロベックスジュース２F

九品仏もちつき大会バザー参加　1 月 18 日（土）9：30 ～
14：00　九品仏参道

会議予定
● 2 月 4 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
● 2 月 20 日 ( 木 )　団会議・団委員会　20：00 ～　
奥沢地区会館第 2 会議室
● 2 月 24 日 ( 月 )　広報委員会 ( さくら発送 )　9：30 ～　
尾山台地区会館第 1 会議室

育成会より
平成 26 年 1 月 18 日の九品仏もちつき大会に於いて、献品、
バザーお手伝い、ご協力ありがとうございました。活動を通し
て保護者の交流を図りたいと思っております。今後も、お気軽
にご参加下さい。




