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７月６日   秘密基地をつくろう

ビーバー隊

ビーバー隊隊長　保科潔
　７月６日 ( 日 ) ビーバー隊は、 多摩川河川敷に秘密基地を作
りました。
　玉堤地区会館会議室で、ミニ ソーラー風車と自転車のダイ
ナモ ( 発電機 ) を使って、太陽光発電の仕組みを説明しました。
また、ビーバースカウトに未来の自分ハウスを画用紙に書いて
もらい、発表会をしました。
　河川敷の秘密基地は、物干し竿と網とビニールシートで作り
ました。 夏向きに、涼しく仕上げました。見学者２名含む全
員のスカウトが、秘密基地の中でお昼ご飯を食べました。

７月１３日   実験教室

ビーバー隊隊長　保科潔
　７月１３日 ( 日 ) ビーバー隊は、奥沢地区会館調理室で、実
験教室 アイスキャンディー作りをしました。
　草嶋博士 ( 白衣を着た ) が、氷のお話しや塩の性質について
説明しました。
　二人が、一組になり、焼き肉のタレ皿とプラスチックスプー
ン、どんぶり、氷、塩等で作りました。
　スカウト達は オレジジュースが、凍る様子を観察しました。
美味しくできた組は、スプーンの使い方が
上手です。塩の混じったアイスキャンディーを食べた組もあり
ました。
　体が冷えたので、ねこじゃらし公園で自然観察グループと
ドッジボールグループに分かれて、遊びました。
　前回のプログラムに参加した、見学者２名が実験教室にも参
加、ビーバー隊に入隊されます。



６月１５日   組集会　いかだづくり

カブ隊

カブ隊副長　河西淳
　６／１５は翌週日曜日に開催される「いかだレース」のため
の ” いかだ ” を作りました。
　” いかだ ” といっても人が乗るいかだではなく、割り箸と輪
ゴムだけで作るミニチュアいかだです。これを小川で流して組
対抗でレースを行います。
　材料は割り箸７膳と輪ゴム１４本だけを使い、割り箸は折っ
ても切っても構いませんが、必ず全部使い切らないといけませ
ん。それさえ守れば形は自由ですが、レースで勝つためには重
要なポイントがあります。「引っかかって止まらないこと」です。
　レースを行う小川は川幅が狭くなる箇所や、水深が浅い箇所
があります。石もあるし水草も生えているので、幅の広いいか
だや厚みのあるいかだではすぐに引っかかって止まってしまい
ます。（止まるとそこで終わりではなく、どこからともなく『神
の手』がゴミばさみを持って現れ、スタックしているいかだを
拾い上げて流れに戻してくれますが）しかしながら止まらずに
すうーーっと流れに乗ってゴールまで突っ走ることが勝つため
の最大のポイントです。そうすると割り箸７膳を輪ゴム１４本
でグルグル巻きにした「薪の束」のようないかだが一番早いの
ですが、みんながみんな同じようないかだでは面白くありませ
ん。
　そこで、「デザイン審査」があります。①カッコいいか　②
速そうか　③オリジナリティがあるかの３つの観点で隊長、副
長８名がそれぞれのいかだを５点満点で採点し、組の平均点を

６月２２日   雨プログラム ・ ゲーム

カブ隊副長　河西淳
　「神の手」グッズやレースクイーン用のチェッカーフラッグ、
長靴、いかだすくい用の網、得点ボード等々、万全の準備をし
ていたのですが、残念なことに、「野川ハイク＆いかだレース」
は雨のため延期となってしまいました。しかし８月の舎営でや
ります！少し先になってしまいますが、それまでいかだは大切
に保管しといてください。
　ということで、６／２２は尾山台小オープンスペースでの雨
天プログラムとなりました。
　まずはロープ。
今回はロープの基礎の基礎、「結び目を作る」ことをしっかり
やりました。ロープの端を持って、まずひとつ結び目を作りま
す。くるっと丸を作ってその中に端を通す、これがロープ結び
の基本です。次にその結び目のすぐ後ろにもうひとつ結び目を
作ります。更にもうひとつ、もうひとつ・・・そうやっていく
と結び目が連なったはしごのようなものが出来上がるのです

出します。
　それと実際のレースでの順位のポイントと合算した合計得点
で総合優勝が決まります。” 薪の束 ” ではレースでの順位でポ
イントは取れるでしょうが、デザイン得点は低くなります。
逆に最高にカッコよくても、見かけだおしでは合計得点が伸び
ません。
　そして、デザイン審査の結果は２組が平均３１．７点でトッ
プ、２位が平均３０．２点の４組、３位は２５．０点の３組、４
位が２４．２点の１組、という結果でした。
　カッコいいいかだ揃いの２組が実際のレースでも速いのか、
それともカッコだけなのか。カッコ悪い１組のいかだが実は速
かったりするのか、それとも ” 見た目通りだね ” と言われてし
まうのか、来週のレースがとても楽しみです。

が、２，３個結んでいく内に、どっちから通したらいいのか、
どこでギュっと締め上げればいいのか分からなくなり、結び目
が団子になってしまったり結んでいるつもりがすっぽ抜けたり
します。” どの丸にどちら側からどれを通せばいいのか ” これ
がしっかり身についたらロープ結びが楽しくなります。それを
しっかり身につけて貰うことが今回の狙いでした。
　そしていつもどおり、仕上げはゲーム。
制限時間内にいくつ結び目が作れるか、丸結び、８の字結びの
２回戦を行いました。２回戦とも、１等賞になったのは１組の
中村組長。中村君は間違いなく「ロープの達人」になれるでしょ
う。ロープの後は、歌、踊りに舎営での営火（キャンプファイ
ヤー）の予行演習。「僕たち○組ーー！」では腹の底からの雄
叫びをあげ、ゲーム「ばっ蚊」では全員ばか踊り＆ゾンビパニッ
クの錯乱状態になったりと、いかだレースはできなかったけど、
室内で大暴れができました。



カブ隊 1 組 しか 
　本当はイカダレースがやりたかったけど、ロープのゲームも
まあまあ楽しかった。イカダレース、キャンプでやるのが楽し
みです。

カブ隊 DL 本間千香
　子供たちがとても楽しみにしていた いがだレース やはり、
この時期の天候は予想通りに雨でした。
　最初はとても残念そうな顔をしていた子供たちですがスカ
ウトたちの切り替えは早く 今日の雨プロは何？とわくわくし
た顔に変わっていたので 彼らはどんな活動でも 楽しいんだと
思った日でした。
　活動は夏季舎営で行う ロープ、ゲーム、歌 と短い時間でし
たがすごく充実してました。
　さぁ！あと 1 ヶ月後の夏季舎営でのいがだレースが楽しみ
です。

７月６日   組集会　てくたくハイク

カブ隊副長　保科哲也
　7 月 6 日第００回てくたくハイクです。前日の雨もやんで
本日は晴天なり。9 時奥沢駅噴水広場集合、組集会終了 副長
保科の安全に気を配って 11 時 45 分までに戻ってくださいの
指示後、速やかに各組出発しました。本日はオールフリーてく
たくです。周る順番は自由 タイムで競うことなし クイズなし 
各組の順位づけ無し。定めた時間までに奥沢東コース 16 ヶ所
6、5 キロを石標のたくほんを取りながら周ります。いつもは
各組に周る順番を指示しますが、自由に周ってもあまりかち
合わなかったようです。写真を撮りに行った藤本副長より連絡
がありました。1 組は 16 ヶ所周ってプラス 2 ヶ所ポイントを
増やしました。人数が多い組では拓本を取るのに時間がかかり
2 ヶ所残した組もありました。町には歴史があり物語がありま
す。てくたくを通して理解と愛着が深まります。スカウトの持っ
ている、てくたくぶっく片手に、御家族で町歩きを楽しんでく
ださい。

カブ隊 2 組 うさぎ 
　今日の活動はせっかくいかだを作ったのに、雨だったのでい
かだレースができませんでした。
それで、尾山台小学校の集まっていろんな遊びをしました。
おにごっこみたいなのではすぐにつかまっちゃいました。
ほかには歌を歌ったりしました。
雨だったけどけっこうおもしろく遊べてよかったです。



７月１３日 隊集会  自転車ハイク＠尾山台〜葛西臨海公園

ボーイ隊

BS 隊オットセイ班 
　僕は、今迄で三回自転車ハイクに参加しました。一度目は尾
山台から青梅迄、二度目は尾山台から厚木迄行きました。
 今回は尾山台から葛西臨海公園迄行きました。途中でレイン
ボーブリッジを渡りましたが、長くて長くていつ終わるのか分
からない程長かったです。 今回は思ったより早く終わったの
で良かったです。 自分でも計画してやりたいです。

カブ隊 DL 畑﨑祐子
　暑くなったこの日、１組は参加者２名だったこともあって、
意外とすいすいとポイントを発見。阿部くんが地図を得意とす
ることもあって、わたしは子どもたちについていくだけでした。
ポイントが見つかるとけっこううれしいもので、たのもしい子
どもたちにくっついて行きながら、海軍村など、意外と近いの
に行ったことがなかったところにも行けて、わたしもたのしめ
ました！　ちょっと欲を出して、奥沢駅からけっこう離れた九
品仏方面のポイントまで足を伸ばし、「足が痛い〜」とみんな
でいいながらも、満足感いっぱいの一日になりました。

カブ隊４組 しか 
　歩くのは、つかれました。みんなはもう、と中からあきらめ
ていた人もいました。
　でも、ぼくは初めてだったのですごく楽しかったです。今度
また、おくさわ駅から歩きたいと思います。

カブ隊３組 うさぎ 
　7 月 6 日にてくたくハイクがありました。
てくたくハイクとは、１６ヶ所のチェックポイントを歩いて回
ることです。
　ぼくは、歩くのがきらいなので、何ｋｍも歩くことを考える
と、テンションが下がってきました。
　でも、歩きはじめると、チェックポイントをさがすのが意外
と楽しくて、つかれなんかほとんど感じなかったです。しかも、
ゴールインしてみたら、ぼくの組が２番目だったので、とても
うれしかったです。



＊７月１３日 隊集会  自転車ハイク＠尾山台〜葛西臨海公園より

８月　活動予定
ビーバー隊

●　８月３日（日）
隊夏期行事　箱根
★集合＝７：００　自由が丘ロータリー側女神像前
　　　　　（朝早いですが時間厳守でお願いします）
★解散＝１９：１０　自由が丘ロータリー側女神像前
★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、軍手、弁当、タオル、
　　　　　　　着替えの T シャツ、保険証のコピー、ポケッ
　　　　　　　トティッシュ、おこづかい
　　　　　　　靴はなるべく底が滑りにくいもの（山道を歩
　　　　　　　きます）、乗り物酔い薬（バス酔いする人）
●　８月２４日（日）
隊集会　お別れディキャンプ
★集合＝９：００　等々力駅玉川総合支所前
　　　　　（野毛町公園ディキャンプ場へ移動します）
★解散＝１３：３０　野毛町公園ディキャンプ場
★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、ハンカチ、筆
　　　　　　　記用具、シーターポン、タオル、
　　　　　　　ポケットティッシュ、ビニール袋

カブ隊
● ８月１日（金）〜４日（月）
隊集会　夏季舎営 奥秋キャンプ場
★集合＝７：３０　等々力駅玉川総合支所前
★解散＝１７：００　同上

制服正帽　
★持ち物＝しおり参照
●　８月２４日（日）
隊集会　お別れハイク　武山
★集合＝７：００　九品仏交番裏
★解散＝１６：００　同上
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　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
○リーダー会議　８/ ３０( 土 ) １９：００-　奥沢地区会館③

ボーイ隊
●　８月１３日（水） 備品整理及び積み込み
★集合＝９：００ 尾山台小学校
★解散＝１２：００ 尾山台小学校 
作業服、作業帽、ネッチは着用
★持ち物＝軍手 、水筒、タオル
●　８月１４日（木）〜１７日（日）
夏キャンプ @ 白州、宮川さんの栗林
詳細はしおり参照
●　８月２４日（日）隊集会、備品整理
★集合＝９：００ 尾山台小学校
★解散＝１５：００　尾山台小学校
制服正帽
持ち物＝七つ道具、作業服、弁当、
＊特に水筒、軍手忘れずに



会議報告
●　育成会役員会　7 月 10 日 ( 木 )　10:00 〜
自由が丘ロベックスジュース 2F
●　団会議・団委員会　7 月 18 日 ( 金 )　20:00 〜　
奥沢地区会館第１会議室
☆　上進時期変更について
BVS 隊の入隊時期が 9 月から 4 月に変更するのに伴って他の
隊への上進時期も現行の 9 月から 4 月に変更となりました。
1）4 月上進とする
2）CS 隊の「りす課程」と「月の輪課程」はそれぞれ BVS 隊、
BS 隊と協議の上実施する。
3）移行時期（新課程―最初の上進）は平成 28 年 4 月
4）会計年度も 4 月〜 3 月とする
＊来年度は 19 ヵ月間（平成 26 年 9 月〜 28 年 3 月）→　
19 ヵ月分の予算
　　　　　5）行事計画　4 月〜 3 月
　　　　　　　＊来年度は 19 ヵ月間（平成 26 年 9 月〜 28
　　　　　　　　年 3 月）
　→　9 月〜 8 月の年間プログラム＋翌年 3 月までの 7 ヶ月
　　　間の活動予定
☆　団行事（H27 年）：　もちつき　3 月 8 日
　　BP 祭　　　2 月 22 日
　　入団説明会 5 月 10 日（これまで通りの時期に行う）

会議予定
◉ 8 月 21 日（木）　団会議・団委員会（各隊来年度予算・活
動計画提出）20:00 〜　奥沢地区会館第３会議室
◉ 8 月 29 日（金）　広報委員会（さくら発送）　9:30 〜　
奥沢地区会館第３会議室
◉ 8 月の育成会役員会は未定

＊夏休み、 海へ山へ、 舎営などもありますので、 安全第一で、 楽
しく過ごして下さい！　来月はいよいよ上進ですね。




