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団行事 ３月１６日

BP 祭

世田谷５団がみんな一同に会する BP 祭。はじめはスカウトたちが「誓い」を立てます。

ビーバー隊
ビーバー隊隊長

保科潔

３月１６日 ( 日 ) ビーバー隊は、奥沢区民センター 第１会

議室で、団行事、Ｂ P 祭に参加しました。ボーイスカウト運
動を始めた、ベーデン、パウエルの誕生日 ５団、みんなで、
お祝いしました。ビーバースカウトは、点灯式で、やくそく、
きまりを言いました。その後、第３会議室で、恐竜発掘グッズ
を使ったブログラムをしました。砂の中から、
ヘラとブラシで、
発掘します。
部屋が汚れないように、
ビーバースカウトとブルー
シートを敷きました。ガリガリ、どんどん削るスカウト、慎重
に、丁寧に削るスカウト、個性がでました。このブログラムは、
ビーバースカウトに大好評でした。恐竜発掘グッズ、寄付して
くださった保護者に大感謝、誠に、ありがとうございます。
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カブ隊
カブ隊副長

河西淳

２月２２日はベーデン・パウエル卿の誕生日。今年も厳かに

ＰＢ祭が執り行われました。スカウト達はしっかりとちかいと
おきての言葉を述べました。暗闇の中、１本づつろうそくのツ
リーが出来上がっていく様は、毎年のことながら、幻想的な眺
めです。ろうそくの炎を見つめながら、何を感じていたのか、
スカウトたちの頭の中を覗いてみたいものです。
そしてＢＰ祭の後、カブ隊は３／２９、３０の一泊舎営の準
備をしました。荷物のチェックと一泊舎営でのプログラムの練
習です。今年の一泊舎営は
「ゲーム・オリンピック」
と銘打って、
２日間で１０のゲームを行い、メダル獲得を競い合います。
もうすでに金、銀、銅合わせて３０個のメダルはほぼ完成して

カブ１組

しか

初めて BP 祭に参加して すごく緊張しました。なぜなら、

います。どの組がいくつメダルを獲得するのか、そして最後の 次長の細井くんがお休みで僕がしゃべらないといけないからで
総合優勝はどの組になるのか、わくわくしながらリーダー総出 す。でも、ちゃんとゆえたし、ロウソクもできたのでよかった
で準備中です。
カブ４組

です。今度の一泊舎営が楽しみです。

しか

今日は、BP 集会とキャンプの準備では、すごくきん張していたけど、ちゃんと四組の組長がいたのできん張しませんでした。
上ばきを忘れた事はがっかりしたけど本番のキャンプでは絶対忘れません。BP 集会も楽しかったし、キャンプも楽しみです。
キャ
ンプでもがんばります。

ボーイ隊
BS 隊オットセイ班

今回は BP 祭だった。僕はこれまで休隊していたので、久し

ぶりのボーイスカウト活動だった。BP 祭ではボーイ、
カブ、ビー
バースカウトのそれぞれの決まりや定めを言ったり、ゲームを
したりした。
久しぶりの活動で忘れていたこともあったが、充実した時間
が過ごせてよかった。

「誓い」のあとは、親睦を深めるゲームを。みんな本気でがんばりました！

ビーバー隊
３月９日 ドッジボール大会
ビーバー隊隊長

保科潔

３月９日 ( 日 ) ビーバー隊は、４団と合同で、深沢区民セン

ター講堂で、ドッジボール大会を行いました。準備運動の後、
４団と５団対抗戦で、試合をしましたが、ボールをキャッチし
ないで、逃げ回る、ビーバーが多くて、勝負がなかなか、つき
ませんでしたが、しだいに、慣れてボールが回りだしました。
いつもは、ドッジボールの練習をしても、すぐにアキテ、他の
ブログラムをしたがるのに、対抗戦になると、もう一度試合が
したいと、すごく積極的でした。合同隊集会の良いところです
ね！
この後、４団、工藤隊長が、準備してくださった。自己紹介ゲー
ム、紅白カードめくり、線路作り、インディアンウォーク 等、
行いました。ドッジボールとゲームの合計点の勝敗は、わずか
な差で、４団が優勝、５団、残念！盛り上がり過ぎて、帰りの
時間が遅くなり、失礼しました。

カブ隊
３月９日 スケート＠神奈川スケートリンク
カブ隊 副長 三園真也

フィギュアスケートの浅田真央選手がショートプログラムで

あり得ないミスをした翌日のフリーで自己最高得点の素晴らし
い演技。
滑り終わった後、込み上げる想いに涙をこぼしそうなるのを
グッとこらえて笑顔を見せる感動的なシーンを何度見ても泣い
てしまう私が担当したスケートプログラム。
このタイミングですから入場制限もあるかと思っていた反町
の神奈川スケートリンクでしたが、普通に混んでるといった程
度でスカウト全員楽しくスケートが出来ました。
スケート初体験のスカウト達もあっと言う間に滑れるようにな
り元気に転んでいました。
わずか年に一回のスケートですが、３回目になるクマスカウ
トは結構上手くなっていて少しビックリ。
金メダルをとっても自分の演技に満足しない羽生選手、メダル
を取れなくてもミスを含め自分の演技に納得している浅田選
手。
他人に評価してもらう為では無く、自分自身が納得する生き
方をスカウト達にはして欲しいな、と思ったりしました。
ほとんどソチ五輪の感想分みたいですみません。

カブ隊 ３組 DL 太田雄介

相変わらず流行中のインフルエンザや風邪のせいで、前日ま

での保護者の方からのメールでは欠席や様子見を伝える子が多
く、3 組の出席者はよもや一人…？と思っていたら当日復活し
てくれる子が増え、最終的には４人でスケートに参加できまし
た。
前日まで連夜テレビでフィギュアやスピードスケートをやっ
ていたせいもあってかスケート場は大盛況でした。3 組の中で
も子供によってスケートのレベルが別々だったので、リンクに
入ると全員が別行動に。僕自身は小学生以来 20 数年ぶりのス
ケートでリンクに入るまではドキドキでしたが、なんとか転ば
ずに前へ進むことはできました。近くを滑る細井くんを見つけ
て一緒に滑ります。勢いよく進むものの数メートルごとに転ぶ
細井くんの手をその都度取りながら、何周か廻るうちに感覚が
戻りだんだん楽しくなってきました。つぎに、副長陣の指導を
受けて滑れるようになったスケート初心者の船橋くんのところ
へ行き、並走します。子供は初め、どうしても滑るというより
氷の上を走る感じになってしまうので、
左右に体重移動して「滑
る」ということを教えてみますが、自分にあまり技術がないの
でうまく伝わったかどうか…。
そうこうしているうちに、かなり足が痛くなってきてしばし
休憩。時間をおいてまた滑ってはまたまた休憩。だんだん休憩
時間が長くなっていきます。若い頃はひどい疲れがやってくる
前に技術が上達したものですが、この調子だとこれ以上上手く
なることはできないのかもと、ややさみしくなりました（笑）。
子供たちは元気で、
時間が来ても全然滑り足りないようでした。
さすが！
スケート終了後、電車の時間まで余裕があったので、スケー
ト前にお昼を食べた公園で「キツネのしっぽ取り」ゲームをし
ました。これも相当瞬発力とスタミナを要求されるゲームで、
15 分ほどの遊びでしたがスケート並みにエネルギーを使った
気がします。
おかげで当日夜はかなり早い時間にベッドに入り、ぐっすり
眠ることができました。

カブ隊２組 うさぎ

今日、反町でスケートをしました。まだ一回もやったことが

なかったので、立てないかと思っていたけど、転ばないで立て
ました。しばらく練習していたら、20 秒くらいで一周できる
ようになりました。
それからまた滑っていたら、左足が痛いと感じたので、すぐ
にリンクから出て、自分の荷物が置いてあるところに行きまし
た。そして足を見てみたら、皮がむけていたので、集合の時間
まで休んでいました。
次に公園できつねのしっぽをしました。あまりにも張り切り
すぎて、一回もしっぽを取れませんでした。
初めてなのに結構スケートが滑れるようになって嬉しかった
です。またスケートをしたいと思いました。

ボーイ隊
２月２２日 星座観察＠国立天文台

３月２１〜２３日 班キャンプ
＠城南島海浜公園

BS 隊 トナカイ班

BS 隊 オットセイ班

の星空観察でした。プラネタリウムでは職員さんの説明があっ

なくて、備品を運ぶのも、設営も大変でした。2 日目はサバゲー

たり、ビデオを見たりと分かりやすかったです。天文台は人が

をした後、ほとんど BBQ に時間を使いました。野菜も肉もう

たくさんいて、さすが国立天文台の企画だなと思いました。他

まく焼けたし、ご飯もこがさずに上手に炊けました。夜はスカ

の企画も面白そうで、また行ってみたいと思いました。

ウトだけで楽しく（？）過ごしました。

今回の天文観察は、府中市のプラネタリウムと国立天文台で

僕は 3 日間、参加しました。初日はスカウトが 3 人しかい

班キャンプは自分たちで計画したり、荷物も全部持っていくの
BS 隊 オットセイ班

で大変ですが、その分、楽しみも増すと思います。

ネタリウムで勉強してから国立天文台へ向かった。天文台に入

BS 隊 カモメ班

星空観察に行った。郷土の森博物館でその日見る星空をプラ

る前、空が雲っていたので心配だった。入口で冬の星座とそれ

この前の班キャンプで、ぼくは 2 日目の昼に行きました。

にあてはまる星座を当てるクイズをして合格出来たら入って

ついてからすぐみんなであつまってバーベキューをして楽しみ

ジュースをもらうというゲームで僕は 3 位だった。1 時間半

ました。薪が足りなくなった時、そこら辺にあったわらを燃や

以上待たされたおかげで、ちょうどオリオン座あたりの美しい

して見たら、とても炎が上がりこれは行けると思い、たくさん

星空が見れて良かった。

あつめて朝のお湯をわかすのに役立てました。そして朝、朝食
を食べて、キャンプ場をはなれました。このキャンプで思いも
よらない発見があった事に驚きました。それにみんなで楽しく
団結してキャンプができたことがなによりよかったです。

会議報告

会議予定

団会議・団委員会

● 4 月 14 日（ 月 ） 育 成 会 役 員 会 ＆ 説 明 会 チ ラ シ 印 刷

3 月 20 日（木）20:00 ～

奥沢地区会館第 2 会議室

13:00 ～ 15:00

等々力出張所印刷室 ( 玉川支所内 )

● 4 月 17 日（木） 団会議・団委員会

★ J23WS（世界ジャンボリー）
世田谷からは１隊 40 名を派遣（近々参加意向調査あり）

20：00 ～奥沢地区会館第 2 会議室

参加資格：1997/7/27 ～ 2001/7/28 生まれのスカウト

● 4 月 27 日（日） 広報委員会（さくら発送）

参加費：

9：30 ～奥沢地区会館第 3 会議

約 20 万円（6 月末までに払い込み）

★「5 団まつり」＆

入団説明会

5 月 11 日（日）

○

青年の家が取れた場合→もちつき、野毛公園（例年通り）

○

青年の家が取れなかった場合
→奥沢地区会館第２会議室で入団説明会
他スカウトの活動や雨天の場合については未定

育成会役員会
3 月 10 日 ( 月 )10:00 ～

自由が丘ロベックスジュース 2F

4月

活動予定

ビーバー隊

カブ隊

●４月６日（日）

●４月１３日（日）

隊集会

春を探そう！ 魚をすくえるかな？

★集合＝９：００

九品仏交番裏

★解散＝１２：００

制服正帽

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、シーター
ポン、ハンカチ、ポケットティッシュ
☂

雨天プロあり（雨天の場合見学施設に行きます）

●４月１３日（日）
隊集会

隊集会

春を探そう！スケッチハイキング

★集合＝９：００
★解散＝１３：３０

九品仏交番裏

制服正帽

九品仏交番裏

（宝来公園、多摩川台公園、ぽかぽか広場等へ
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、
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
☂

雨天プロあり（雨天の場合見学施設に行きます）

隊集会世田谷地区 CS ラリー
★集合＝９：００

駒沢公園

等々力駅玉川総合支所前

★解散＝１５：４５

九品仏交番裏

制服正帽
★持ち物＝７つ道具、水筒、カブ弁当
☂

雨のとき

集合

９：３０

九品仏地区会館①

解散 １１：３０

同上

制服正帽
持ち物

7 つ道具、水筒

●４月２７日（日）
隊集会ハイク

東京タワーからスカイツリー

★集合＝８：５０

等々力駅玉川総合支所前

★解散＝１７：００

二子玉川改札前

制服正帽
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、カブ弁当
☂

雨のとき

集合

９：３０

解散 １１：３０

未定
同上

制服正帽
持ち物

7 つ道具、水筒

○リーダー会議

４/ １２（土） １９：００－２１：５０

奥沢地区会館③

ボーイ隊

. ●４月１３日（日）
隊集会 - 地図とコンパス

@

深沢地区会館第一会議室

★集合＝９：００ 尾山台駅
★解散＝１５：００

育成会よりお知らせ
◉ 4 月 14 日に 5 団説明会お知
らせチラシを印刷します。
育成会より毎年、近隣の幼稚園、
保育園、小学校に配布させて頂
いております。
保護者の方にお手伝い頂ける
と大変助かります。お時間ある
方は、ぜひお願い致します。

同所

制服作業帽
★持ち物＝七つ道具、筆記用具 ( 特に 0.5mm 以下の黒と赤の
ボールペンを準備 )、シルバコンパス、弁当、
＊座標定規と 1m 定規を持っているスカウトは携行
●４月２７日（日）
ハイキング

@

御岳山

★集合＝６：００ 尾山台駅集合
★解散＝１７：００

同所

制服作業帽
★持ち物＝七つ道具、弁当水筒、地図、コンパス、着替え ( パ
ンツ、シャツ、靴下 )、ビニール袋
＊細部はしおり参照

