
May 2014
発行／ボーイスカウト世田谷第５団広報部

5
ビーバー隊

ビーバー隊隊長　保科潔
　４月６日(日) ビーバー隊は春を探しに、二子玉川、兵庫島へ、
行きました。河川敷に、大きいビニールシートを敷いて、荷物
をまとめ、身軽になってから、魚をすくう網を渡しました。川
の流れの速い場所に、絶対に行かない。リーダーの側で、魚を
探す。１人で行動しない。全員で、確認しました。多摩川には、
すごく小さい、魚の子ども、兵庫島公園の池には、小さい、お
たまじゃくし、野川には、大きいおたまじゃくしと小さい海老
が、いました。河原の石を使って、工作するプログラムを準備
しましたが、魚すくいに、夢中で、時間が無くなって、できま
せんでした。すくった魚とおたまじゃくしは、元の場所に戻し
ました。

４月６日   春を探そう！　
魚をすくえるかな？

ビーバー隊隊長　保科潔
　４月１３日 ( 日 ) ビーバー隊は、春を探しに、宝来公園へ、
スケッチハイキングに行きました。天堂副長の、鳥の声を聞い
てごらん！スケッチプログラムの、始まりです。ビーバー達は、
音のする方向に、鳥の姿を探しますが、なかなか、見つける事が、
できません。公園の中を、自由に歩いて、何を、スケッチする
のか、決めさせました。また、何を書いたか、発表して、もら
いました。公園の噴水池に、小さいおたまじゃくし、発見しま
した。スカウト全員で、網ですくって、観察しました。帰りに、
ぽかぽか広場で、全員で、だるまさんが転んだを、楽しみました。

４月１３日   春を探そう！　
スケッチハイキング



カブ隊

カブ隊副長　河西淳
　今年の一泊舎営は川崎市青少年の家を舞台に、二日間で１０
ゲーム、メダル総数３０個を奪い合う「ゲーム・オリンピック」
を開催しました。金メダル１個３０点、銀メダル１５点、銅メ
ダル５点として組対抗で総合得点を競い合いました。
　組対抗のドッヂボール大会で幕を開け、まず最初の金メダル
は２組が獲得しました。
　続いて第２ゲームは個人競技である「トラック競技」。ここ
で今回の舎営にフルメンバーに近い５名で参加した４組が、金、
銀、銅独占という快挙を成し遂げました。
　勢いづく４組は次の「ざぶとん４種競技（ざぶとん廻し、ざ
ぶとんレース、さぶとんハンマー投げ、ざぶとん円盤投げ）」
でも金メダルを獲得し、ダントツのトップに躍り出ました。
　一方、今回最小人数の２名で参加した１組は、デンリーダー
や副長の助っ人を受けつつもなかなか４位から抜け出せませ
ん。
　夕食後の第４ゲームは夜の屋外で行われる「ナイト宝探し」。
真っ暗な中庭を使って、昼間でも分かりにくいところに隠され
た６０枚のシールを懐中電灯を頼りに探しました。その宝探し
を制したのは２組。しかしながらここまで全ゲームでメダルを
獲得している４組がトップのまま１日目を終えました。
　迎えた２日目最初の第５ゲーム「川わたり」で、最少人数の
１組が悲願の金メダルを獲得。その後１組は第７ゲーム「豆さ
がし」、今回唯一の頭脳ゲームの第８ゲーム「狼、羊、キャベ
ツ」と立て続けに金メダルを獲得して一気に３位におどり出ま
した。
　一方、１日目絶好調だった４組は２日目は出足が鈍く、つい
に第６ゲーム「毛虫」で金を取った２組に１位の座を奪われま
す。勢いづく２組、２ゲーム連続でメダルが取れず３位の１組
にも猛追される４組、３つ巴のままラスト２ゲームとなり、ゲー
ム・オリンピックは終盤で最大の山場を迎えました。
　第９ゲームは西部劇の決闘風に ” もやい結び ” の早さを競う

「もやいのガンマン」。ここで４組が金を獲得して同点で２組と
並びました。片や１組も銀メダルを獲得してトップに詰め寄り
ます。

３月２９〜３０日   一泊舎営
ゲーム ・ オリンピック

　そしてついに最終となる第１０ゲームは、連盟歌に各組が振
り付けを付けて歌いながら踊る「連盟歌ダンス」。『踊りはそろっ
ているか』、『歌は歌えているか』、『独創性はあるか』の３項目
について４名の審査員が採点します。
　ここで４組の５名はぴったり息の合った楽しいダンスを披露
し、なんと、全項目満点という文句なしの成績で金メダルを獲
得。２組も銀メダルを獲得したものの、最終戦を満点で飾った
４組が最優秀組の栄誉に輝きました。
　最後までデッドヒートを演じた４組と２組、２名というハン
デを負いつつも大健闘した１組、ついに金メダルはとれなかっ
たものの１０ゲームでしっかり６個のメダルを獲得した３組、
どの組も全力で、かつ楽しくゲーム・オリンピックを満喫しま
した。
　最後の最後で出席率の高い４組が団結力を見せつけて、ゲー
ム・オリンピックは幕を閉じました。

カブ隊 1 組 くま 
　1 泊舎営で、1 組は 2 人しか参加していなかったので驚きま
した。だからゲームオリンピックは大変でしたが、2 人で協力
してメダルを 6 個取ることができて嬉しかったです。夏季舎
営も楽しみになってきました。



カブ隊２組 くま 
　ぼくが一泊しゃえいでおもしろかったのはゲー
ム・オリンピックです。
　リレーやドッジボールがおもしろかったです。
　けっきょくゆう勝できなかったし、ぼくたちく
まスカウトにとっては最後の青少年の家だったけ
ど、とっても楽しかったのでよかったです。

４月１３日   隊集会　世田谷地区 CS ラリー＠駒沢公園

カブ隊２組 DL
　3 月 29 日、30 日に川崎青少年の家にて行われた 1 泊舎営。
今年のテーマは「ゲームオリンピック」。2 日間にわたり、メ
ダルを掛けて様々な組対抗のゲームにて盛り上がりました。
　第 1 ゲームのドッヂボールを皮切りに、トラック競技と続き、
座布団を思いっきり投げるなど普段絶対 NG をゲームにしてし
まった座布団 4 種競技。
　夜の宝探しでは、庭の地面を這いつくばって得点シールを探
すスカウトたち。リーダーも参加可になり、私たちも必死でし
た。どの組も優勝のチャンスがあり、ゲームは興奮と共に翌日
に。
　2 日目は第 5 ゲーム、新聞紙を使い頭も使う川渡りからス
タート。第 8 競技の頭脳ゲームでは頭を悩ませ、最後は連盟
歌に振付け競技。歌とともに披露し、独創性のある振付も飛び
出し大笑い。
　優勝は 4 組となりましたが、子どもたちは体を使い、頭を
使い、たくさんのメダルを獲得して満足な帰路となりました。

カブ隊副長　廣畑かね美
　世田谷地区のカブスカウトが年に一度集まるＣＳラリー。
今回は２０２０年東京オリンピックが決定、２月のソチで日本
選手が大活躍、ラリー実行場所が駒沢公園、という事でテーマ
が「カブリンピック」となりました。
　５つのチェックポイント（ＣＰ）でゲームの得点、移動ＣＰ
のクイズの得点、いいことＰの合計点で争われました。
　５団リーダーは４・１１・１５団と一緒にＣＰ１・アジア大
陸「お試しケンドー（剣道）」を運営しました。「メーン（面）」

「どーう（胴）」と言いながら道着のリーダーに向かって走って
行って打ち込みます。大きな声で上手く打てれば１回点、組全
員でリレーをしながら１分半内にいかに上手に多く打てたかで
得点が決まります。竹刀を握るのは初めてのスカウトがほとん
ど、持ち上げた剣先がふらついたり、とんでもない所を打った
り、、、。剣道の経験者は打ち方がきまっていて、カッコいい！
５団のスカウトにも経験者が居て、見とれちゃいました♪
　朝の集会で「最近５団は入賞していない。是非とも頑張れ！」

と隊長の激がとびました。その
効果か、３組と４組がラリー参
加３４組中５位に入賞しまし
た！やったね！
　閉会式後「帰りは九品仏まで
３０分歩きます」と言うと「え
えーっ」のブーイング。各ＣＰ
の企画が決定した後ＣＰの場所
を選んだ関係で、ＣＰがあちこ
ちに散らばりました。スカウト
とＤＬは公園内を少なくとも２
周しているはず、そりゃあお疲
れでしょう。しかし、歩き出す
と遅れる者無し、さすが歩きに
強い５団スカウト、その背中が
頼もしかったです。



４月１３日   隊集会　地図とコンパスボーイ隊

カブ隊３組 うさぎ 
　４月１３日にカブラリーがありました。カブラリーとは、
チェックポイントを歩いて回る、スタンプラリーみたいなもの
です。
　ぼくは、はじめてだったので、さいしょはドキドキしました。
ぼくがいる３組は、チェックポイントを１つだけ回れなくて、
スタート地点にもどって来ました。　でも、３組はベスト５の
うち第５位に入れたのでよかったです。

カブ隊４組 くま 
　今年のカブラリーのテーマはオリンピックでした。開会式の
時は、カブのリーダーのお話がまったく聞こえませんでした。
マイクを使ってもらいたかったです。カブラリーが始まってす
ぐは、組がうまくまとまらなくて、チェックポイントではなく、
動く大陸ばかりができてしまいました。けれども最後にはうま
くいったので、ゴムてっぽうは、全部の組の中で一位になれて
うれしかったです。ちなみに、ぼくがカブラリーで一番楽しかっ
たのはゴムてっぽうです。総合得点は、26 ポイントで、閉会
式でぼくたち 4 組と 3 組が 5 位で表彰されて、とてもうれし
かったです。5 位になれたのは、一泊舎営でゲームオリンピッ
クをやったからだと思いました。

BS 隊カモメ班 
　僕達は深沢地区会館に行き、地図とコンパスの勉強をしまし
た。
午前中は地図の縮尺などの勉強をして、午後はシルバーコンパ
スの使い方などについて勉強をしました。そしてこの習った事
を活用しようということで、地図とコンパスを実用しました。
しかし、実際試したところ場所が難しく他の班と遅れをとって
しまいました。そのせいで解散が遅くなってしまいました。遅
くなった苛立ちと地図を読めなかった屈辱が混ざって帰ってか
らも嫌な気持ちで一日を過ごしてしまいました。
　次はこんなことが無いようにしっかりと地図とコンパスの使
い方を復習をしておきたいです。

育成会よりお知らせ
5 月 11 日 ( 日 )10 時より、野毛青年の家にて入団説明会 &5 団まつりが行われる予定です。
育成会ではお餅つきのお手伝いを致します。つきましては、時間のある方ぜひご一緒にお手伝
いをしながら、楽しい時間を過ごせたらと思います。ご家族ご一緒の参加、お待ちしております。



５月　活動予定
ビーバー隊

●　５月１１日（日）
５団祭り＆入団説明会
★集合＝９：００　等々力駅玉川総合支所前　　制服正帽
　　　　　（青年の家へ移動します）
★解散＝１２：００　青年の家
★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、筆記用具、
　　　　　　　水筒、ハンカチ、ポケットティッシュ、
　　　　　　　食器武器（お皿とお椀とお箸）
●　５月１８日（日）
地区行事　ビーバーラリー
★集合＝８：００　九品仏交番裏　　制服正帽
　　　　　（朝早いですが時間厳守でお願いします）
　　　　　（砧公園へ移動します）
★解散＝１４：３０　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、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、
　　　　　　　食器武器（お皿とお椀とお箸）

カブ隊
●　５月１１日（日）
隊集会　団行事　5 団まつり＆もちつき　野毛青年の家　　
入団説明会

★集合＝９：３０　等々力駅玉川総合支所前
★解散＝１２：１５　野毛青年の家（12：30　等々力駅）
制服正帽　
★持ち物＝７つ道具、水筒、武器食器
スタッフ集合　９：００ 野毛青年の家
●　５月２５日（日）
隊集会　デイキャンプ　野毛町公園ディキャンプ場
★集合＝９：３０　等々力駅玉川総合支所前
★解散＝１３：３０　同上
制服正帽　
★持ち物＝ 7 つ道具、水筒、武器食器、スプーン ( 大 )、軍手、
新聞紙、開いた牛乳パック
☂　雨のとき
集合　9：30　尾山台小学校北口通用門 ( オープンスペース )
解散 11：30　同上
制服正帽　
持ち物　7 つ道具、水筒、うわばき
○リーダー会議　５/ １０（土）１９；００－２１：５０　奥
沢地区会館③

ボーイ隊
●　５月１１日（日）
５団まつり、料理コンテスト @ 青年の家
★集合＝８：３０ 青年の家 
★解散＝１５：００ 青年の家 
制服作業帽、七つ道具、エプロン
●　５月２５日（日）
隊集会
詳細は追って連絡します。

会議報告

団会議・団委員会　　
4 月 17 日（木）20：00 ～　奥沢地区会館第 2 会議
★入団説明会　5 月 11 日　10：00 ～ 10：30　
　　　　　　　　　　　　　　青年の家 1 階ホール
　「5 団まつり」・もちつき　　青年の家庭
　　　　　　　　BVS 隊　10：30 ～　新入隊スカウトの入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隊式、工作
　　　　　　　　CS 隊　10：00 ～　ゲーム（野毛公園）
　　　　　　　　BS 隊　9：00 ～　料理コンテスト
　　　　　　　　VS 隊　9：00 ～　もちつき手伝い
＊雨天の場合ももちつきは行う（ホールの軒下を利用して）
工作、ゲーム等はホールで
★地区総会（4/20）に団委員長以外に（5 票を無駄にしない
ためにも）各隊隊長も出席して欲しい。（横山団委員）

会議予定

◉ 5 月 11 日（日）5 団まつりお手伝い、育成会役員会　
　　　9：00 ～　野毛青年の家
◉ 5 月 15 日（木）団会議・団委員会　
　　20：00 ～　奥沢地区会館第 3 会議
◉ 5 月 27 日（火）広報委員会（さくら発送）
　　　9：30 ～　奥沢地区会館第一会議室

育成会役員会＆入団説明会チラシ印刷配布　
4 月 14 日 ( 月 )13:00 ～ 15:00
等々力出張所印刷室 ( 玉川支所 内 )






