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６月８日   工作＆保護者会

ビーバー隊

ビーバー隊隊長　保科潔
　ビーバー隊は、九品仏地区会館大広間で、ゴム鉄砲工作と保
護者会を行いました。また、中嶋 太輔 ( なかじま たいすけ )
君 1 年生の入隊式を行い、ビーバー隊は全員で１０名になり
ました。ゴム鉄砲の的にヘリウムガス入りの風船を使いました。
夏期行事について、天堂副長が、保護者の皆様にご説明しまし
た。新宿からロマンスカーに乗って、箱根に行きます。みんな
で、いきましょう！

６月２２日   バーベキュー

ビーバー隊隊長　保科潔
　ビーバー隊は、野毛町公園ディキャンプ場で、バーベキュー
をしました。天気予報では弱雨、ブルーシートとカッパを準備
しました。かまど、洗い場には屋根が有り、あまり濡れずに済
みました。雨が降ると、散歩の人が無く、とても静かでプログ
ラムに集中できました。
　ビーバースカウトには、飯ごうでお米を炊いてもらいました。
また、ノコギリで木を、切りました。ビーバースカウトアン
ケートでは、熱い野菜スープ ブイヨン風が人気、次に焼きそば、
自分で炊いたごはん、焼き肉のタレに浸けた肉、野菜でした。
食事の終わりには、雨も上がりました。



５月２５日   隊集会　デイキャンプ＠野毛町公園

カブ隊

カブ隊副長　廣畑かね美
　今年のデイキャンプ、メニューは一昨年に初めてやった「す
いとん」。２年前はリーダー達に「本当に出来るの～？」でした。
それが今回作りは自信ありなので、単に味の勝負だけでなく、
スカウトらしく協力して、準備から片付けまでチェック表を設
けて、自分たちでしっかりやってもらおうとなりました。その
結果、コンテストとしました。
　ＣＳラリーの際に他団でスカウト達が荷物をきれいにまとめ
ていた事がリーダー会議で話題になりました。そう、準備は
キャンプ場についた時点＝荷物を下すところから始まりまし
た。テーブルに新聞紙を敷き、包丁は組の全員が順番に扱い、
マッチも全員扱います。ゴミは当然分別です。すいとんの手順
表とチェック表をにらみながら作っていきます。
　すいとんが余ったら、、、などと考えていた私でしたが、それ
ぞれの組で作った鍋は完食！じゃがいもとバナナのホイル焼き
では、焼け焦げにしり込みしたスカウトがいました。が、中身
を一口食べて「美味しい！」、料理は見た目だけじゃないよ♪
リーダー達の採点の結果、コンテストの優勝は３組に決まりま
した、おめでとう！
　揃ったリュック、コンパクトなゴミ袋、、、、見回るときちん
と出来ていました。最後に私の自宅前までゴミをスカウトにも
運んでもらい、デイキャンプは終わりました。
　チェックなんかしなくても出来ている、それが５団カブ隊の
習慣→伝統になっていってくれたら嬉しいなと思いました。 カブ隊 DL 青木由美

　5 月の 25 日、野毛町公園にてデイキャンプが行われました。
緑むせ返る等々力渓谷を通り、キャンプ場に向かいます。
当日のメニューは、すいとん、じゃがバター、デザートには焼
きバナナという内容です。さっそく各組に分かれ、指示書を見
ながら作業に取り掛かります。
野菜を切り、粉をこね、ジャガイモとバナナはホイルでくるむ、
という至ってシンプルな手順ながら、子どもたちは悪戦苦闘。
組対抗ということもあり張り切っているのですが、スカウト
たちのピーラーや包丁の扱いにはひやひやする場面も。また
マッチで火をつけるという作業は、扱いにコツがいるという
事が良く分かったのでは？
さて、そんな楽しくも作業に大忙しだったすいとんも、同じ
材料で作ったのに各組の味が面白いくらいそれぞれでした。美
味しさは担保されていましたが、野菜の切り方、出汁の多い少
ない、すいとんの食感など。スカウトたちも食べ比べ、口々に
感想を言い合っていました。でも、焼いたジャガイモ、バナナ
は？本当はもっと美味しいはずです。良く燃えている火の中、
置く位置と焼き時間が良ければ。
すいとんは各組残らずいただき、片づけまでしっかり終えたス
カウトたちでした。今回は 3 組の勝利。ごちそう様でした。

カブ隊 1 組 しか 
　「すいとん」作りでは、大根を切るのが難しかったです。最
初はみずみずしくて柔らかかったけれど、そのうち硬くなって
切りにくくなった気がしました（？）。人参は包丁の刃がすぐ
に通って切りやすいので、あっという間に切れました。汁を作
るときに鍋の蓋を開けたままにしてしまい、灰が中に入ってし
まいました。鍋の端に灰がたまっていて、ちょっと残念でした。
でも味は学校の給食と同じで、美味しかったです。

カブ隊２組 うさぎ 
　野毛町ディキャンプで、すいとんを作りました。
ぼくは、やさいの皮をむいてカットしました。
つぎに、うどん粉をねって、丸くしてなべに入れました。
出来上がったすいとんを食べてみると、とてもおいしかったで
す。
出来たすいとんを組対抗で競いました。
ぼくは、自分の組が一番と思いましたが、１位は３組でした。



カブ隊３組 りす 
　6 月 15 日にいかだづくりをしました。
　まず、ためしにぼくは家でつくってみました。
　けれども、せつめいを聞いて家で作ったのとはちがうほうが
いいと思いました。
　それで作ったのはアメンボがたです。けれどもひっかかりそ
うにだったのでこわしました。
　次に作ったのは、あまり時間がなかったけれど、時間ぎりぎ
りでできあがりました。
　できあがってみたら、横の四本の足のようなものがうごいて、
岩にひっかかりにくいなあと思いました。
　でも、終わったあとに「アメンボがたのほうがよかったよ」
と言われました。
　たしかにそのほうがデザインしょうでは 1 位になれたかも
しれないなあと思いました。

６月１５日   組集会　いかだ作り

カブ隊 4 組 しか 
　デザイン賞をとるために、ちょっと形をくふうして、スター・
ウォーズの船の形にしてみました。早く走れるように、前にわ
りばしをつけました。あとくふうをしたのは、もし、いかだが
反対向きになっても動くように工夫をしました。川に浮かせる
のがたのしみです。



６月８日 隊集会  自転車点検

ボーイ隊

BS 隊トナカイ班 
　6 月 8 日の自転車点検をして、様々な事がわかりました。
まず、自転車の部位の名前を知り、次に修理について学びまし
た。こんな風に修理するんだなとビックリしました。
他にも知らない自転車の部位など、名前にびっくりしました。
いつか自分で修理まで出来る様になりたいです。

５月２５日 隊集会  ロープ結び

BS 隊トナカイ班 
　今回はロープ結びとその報告書を書いた。尾山台小の体育館
裏は狭く、蚊がたくさんいるなかでのロープワークはかなり厳
しかった。
　いろんな結び方を思い出せた。隊長の友達が「ノッテイング
ボード」を作っていたので、それも参考にしてみた。午後は奥
沢中に移動した。どうやら渡口副長の母校らしい。
　あれ？小学校のほうだっけ？
　レポートを書きおえると「かくしばり」と「すじかいしばり」
を教わった。手が痛かったが丈夫なものができてうれしかった。



７月　活動予定
ビーバー隊

●　７月６日（日）
隊集会　秘密基地 ( ひみつきち ) を作ろう！
★集合＝９：００　尾山台駅　　制服正帽
★解散 ＝１３：００　尾山台駅
★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
●　７月１３日（日）
隊集会　実験教室　アイスキャンディー作り
★集合＝９：００　九品仏交番裏　　制服正帽
　　　　　（奥沢地区会館調理室へ移動します）
★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、筆記用具、
　　　　　　　ハンカチ、ポケットティッシュ

カブ隊
●　７月６日（日）
隊集会　てくたくハイク
★集合＝９：００　奥沢駅前 
★解散＝１２：００　同上　
制服正帽
★持ち物＝７つ道具、水筒、てくたくブック ( ある人 )
☂　雨のとき
集合＝９：３０　奥沢地区会館②
解散＝１１：３０　同上

制服正帽　
持ち物＝ 7 つ道具、水筒
●　７月２７日（日）
組集会　夏季舎営準備
★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＝１２：００　同上
制服正帽
★持ち物＝夏季舎営荷物一式、うわばき
●　８/ １（金）～８/ ４（月）　隊集会　夏季舎営 奥秋キャ
ンプ場
○　夏季舎営第２回下見　７/13( 日 )
○　リーダー会議　７/ ５( 土 ) １９：００～奥沢地区会館③
　　　　　　　　　７/ ２６( 土 ) １９：００～奥沢地区会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

ボーイ隊
●　７月１３日（日）
自転車ハイク ( ６/ ２２の振り替え )
★集合＝８：００ 山田家前 
★解散＝１５：００ 尾山台図書館 
★持ち物＝自転車、弁当、水筒、タオル、他必要だと思うもの
★服装＝動きやすい服装、ネッチは着用
※朝、住宅街集合なので、騒がないように。早く来すぎないよ
うに。
※雨天時は隊集会を実施します。中止の決定は当日７：００に
します。
●　７月２７日（日） 隊集会
　　詳細は追って連絡します。

会議報告
◉育成会役員会　6 月 9 日 ( 月）10:30 ～　
自由が丘ロベックスジュース２F
◉団会議・団委員会　6 月 20 日 ( 金 )　20:00 ～　
奥沢地区会館第２会議室
　★世界ジャンボリー　世田谷地区から 50 名参加
　　　　　　　　　　　5 団からは 7 名参加
　　　　　　　　　　　参加費 ( ￥96,000) を 6 月中に団会
　　　　　　　　　　　計に振り込むこと
　★来年 4 月より BVS 隊の入隊は幼稚園年長の 9 月から小学
　　校 1 年の 4 月に変更
　★今後の予定
　　　7/18　団会議・団委員会　団補助決定、リーダー編成、

会議予定
◉ 7 月 10 日 ( 木 )　育成会役員会
　   10:00 ～　自由が丘ロベックスジュース２F
◉ 7 月 18 日 ( 金 )　団会議・団委員会
　　　20:00 ～　奥沢地区会館第１会議
◉ 7 月 29 日 ( 火 )　広報委員会（さくら発送）
　　　9:30 ～　奥沢地区会館第３会議

　　　団行事の日程、他
　　　8/21　団会議・団委員会　各隊予算・活動計画提出
　　　8 月下旬　　　予算　育成会の承認
　　　9/7　上進式 / 会計締め　→　監査
　　　10 月上旬 (10/5)　総会




