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カブ隊
7/27 組集会・夏季舎営準備

副長 三園真也

1 組うさぎ

一年間の活動で最大のイベン
トになる夏季舎営の準備です。
持ち物点検がメインで全ての物
に名前を書く事が決まり。靴下
やハンガーなどに各御家庭の苦
心の跡が垣間見れました。

今日はぼくが楽しみにしてい
るしゃえいのにもつチェックで
した。さいしょはわすれものが
ないかすごく心配でしたが、少
しだけでした。しゃえいではみ
んなとなかよくがんばりたいで
す！

8/1～4

夏季舎営＠奥秋キャンプ場

企画担当 副長三園真也

1 組くま

三回目の夏季舎営参加です。
初めは DL、二回目はハイク担当、
そして今回は夏季舎営全体の担
当になりました。ほぼムチャ振
りとも言える指令。
場所選びからしおり作りにプロ
グラムや食事の選定など手探り
状態。場所はネットでリサーチ
し奥多摩丹波山村の奥秋キャン
プ場にしたのですが、スカウト
に理解あるオーナー、山あり川
ありのロケーションなど舎営に
ピッタリ。二度の下見と隊長の
的確なアドバイス ( ダメ出し )、
先輩副長などのサポート ( ツッ
コミ ) を受け何とか準備は終わ
りましたが前日まで「まさかの
事態」が心配で胸がザワつきま
す。
しかし、出発してからはとにか
く淀みなくスケジュールを進行
させることに頭がいっぱいでア
ッと言う間に 4日間が終わった、
と言う感じです。反省は多々あ
りますが、天候にも恵まれほぼ
全てのプログラムを消化し大き
な怪我や急病なども無く無事帰
れた事が何よりでした。そして、
今回が最後になるクマスカウト
の息子と一緒の舎営で、「パパ
も頑張ってたよ」の一言で全て
が報われた気持ちになりました。

ぼくが今回の舎営で一番楽し
みにしていたのはきもだめしだ。
順番は最後から二番目になっ
たが、リーダーたちを全て見つ
けることが出来たので良かった。
もしいつかきもだめしがあった
らその時こそラストスタートを
したい。

1 組くま
何といっても川での魚つかみ
取りが楽しかったです。1 組の
組看板をもらい、記念になりま
した。

1 組しか
追跡ハイクが意外と簡単だっ
た。だけど、最後の宝さがしが
難しかった。いかだレースは４
位だったけど、あめがもらえて
おいしかった。

1 組しか
ぼくが一番楽しかったことは、
川遊びです。冷たい川のなかで
流れたり、石の浜辺に出てしま
いとても痛かったりしました。
ゴーグルで見たら、侵食作用で
川底が削れていました。右のほ
うが特にひどかったです。

1 組うさぎ
ぼくはこの 4日間、つらい時、
1 組にめいわくをかけた時、か
なしい時、楽しい時がありまし
た。そして川遊びでは、水がグ
リーンに見える所がだいたい深
い所だということがわかりまし
た。
来年もさんかしていろいろな
発見をしたいです。

Sep.. 2014

２組 DL 青木由美
大きな期待と少しの不安、下
見に参加できずに始まった初め
ての舎営。
川の遊泳では子供たちがすごく
気持ちよさそう！もし、水が冷
たくなかったら、間違いなく飛
び込んでいたところでした。
2日目のハイクは、かなりき
つかったですが、サクサク歩く
子供たちに成長を感じました。
ハイク直後に日本一長いローラ
ー滑り台を何度もチャレンジす
る子供たちの体力には、驚くば
かりです。滑り降りるには、ま
ず階段を上がらなくてはなりま
せんからね。
3日目のいかだレース。組対
抗、個人戦で戦いました。公園
では無く、大自然の川で行った
本物さながらのレースにみんな
大興奮。
クライマックスの営火では、各
組がスタンツをご披露。我が２
組は最初から最後まで子供たち
だけで考え、やり遂げました。
夏休みの宿題よりずっと気合が
入っていたと思います。
４日目の追跡ハイクでは、寝
食を共にしたチームワークで見
事お宝を発見！宝の山を分け合
って、大満足でした。
飽きることなく過ごした４日
間。ゲームが無くても、テレビ
が無くても楽しめること。そし
て、親元を離れても自分たちで
何とか出来ることを体感できた
と思います。
隊長・副長たちの知恵と経験
と入念な準備が詰まった素晴ら
しいプログラム、子供たちの素
敵な笑顔が詰まった舎営は、こ
の夏の私の一番の思い出になっ
たことは間違いありません！

2 組くま
ぼくはカブでの夏季舎営は今
回が最後でした。
今までとちがって下の子のめ
んどうをみたり、組をまとめる
という役目があり大変でしたが
今までの中で一番楽しかったで
す。
次からはボーイ隊になります。

2 組くま

カブ最後の夏季舎営。一番楽
しかったのは花火です。それは
プログラムにない予想外の出来
事でした。
きもだめしの後、みんなが歯を
みがいている時にいきなり「ド

ン！」。なんと花火が爆発して
いたのです。
きもだめしのかさいさんよりび
っくりした音ときれいな花火を、
ぼくはずっとわすれないと思い
ます。

2 組しか
僕は夏季舎営で肝試しが一番
楽しかったです。去年は舎営に
行けなかったし、ビーバーの時
は泣いてしまったので、今回は
泣かずにやれたので良かったで
す。

2 組うさぎ
初めてのしゃえい楽しかった
で す。1日目は、川で お よ い で
すーごくさむかったです。
夜はぜんぜんねむれませんで
した。魚のつかみ取りは魚がぬ
るぬるして気持ち悪かったけど、
りょうりにするとすごくおいし
かったです。ローラーすべり台
がこわかったです。すごいスピ
ードでした。帰った時には足が
ガタガタでした。

2 組うさぎ
今回の舎営は３泊４日だった
ので少し大変でした。
ぼくが一番楽しみにしていた
のは肝だめしでした。でもやっ
てみて一番楽しかったのはいか
だレースです。理由は２組が１
位になったし、いかだを走らせ
るのが面白かったからです。
肝だめしは全然怖くなかった
ので、そんなに面白くありませ
んでした。
そして一番疲れた日は二日目
で、帰ったらもうへとへとでし
た。
一番うまくできたのは魚のつ
かみ取りです。理由は２組のス
カウトの中で一番初めに魚を取
れたからです。
ローラー滑り台では途中でこ
がないと先に進めなかったけど
楽しかったです。
色々あったけど行ってよかっ
たなと思いました。

2 組うさぎ
舎営で一番楽しかったのは、
川流れでした。
川の水は最高に冷たかったです
が、流されるのは、気持ちよか
ったです。
追跡ハイクは、チームワークで
うまく謎解きをしたのですが、
結果が出せず、とても残念でし
た。

3 組 DL 太田雄介
土日のみの参加となりました
が、とても楽しく、とても疲れ
ました（笑）。
山登り、川遊び、肝試しやス
タ ン ツ、キ ャ ン プ フ ァ イ ヤ ー
（営火）などなど、スカウトた
ちはひと夏分の経験をこの 4日
間で凝縮して味わえたのではな
いでしょうか。
3 組のデンリーダーになって
もうすぐ 1 年ですが、子どもた
ち同士も 4日間ずっと一緒にい
るとなると普段の活動とは違う
関係性が浮かび上がってきたり、
それぞれの個性がよりハッキリ
と見えてきたりすることに、僕
自身、戸惑いや驚きを感じつつ、
面白いなあ…と思いながら見守
っていました。
デンリーダーとしての自分を
振り返ると、途中参加したため
か初めはペースが掴めずに難儀
したことや、もっと厳しくすべ
きだったんじゃないかなとか、
帰り道は反省ばかりでした。
帰りの車の中では「カブ隊の
さだめ」は大事だよなあ、と噛
み締めながら舎営の思い出を一
人で反芻していました。いまさ
らながら。来年以降は、そこを
判断基準に褒めたり叱ったり一
緒に考えたりしていきたいと思
っています。
川原で食べた山女（ヤマメ）
が想像の何倍も美味しくて驚い
たこと、それを食べる子どもた
ちの嬉しそうな顔が一番印象に
残っていることです。
素敵な夏の思い出をありがと
うございました。

3 組しか
いかだレースで、採点はされ
なかったけどレースの一位対決
で一位になれてよかった。
あと、追跡ハイクで一位にな
れてうれしかった。
でも、最終組賞はとれなかっ
たので、残念だった。

3 組しか
追跡ハイクでの宝が金貨だと
思ってたら 金の包みのチョコ
だった。最高の宝だ～うま
かった～。

３組うさぎ
いかだレースで、2 位の中の
2 位だったのが、嬉しかったで
す。
自然の川は流れが良かったの
で、いかだも良く流れ、迫力が
ありました。

３組うさぎ
ぼくは、はじめてだったけれ
ども、とても楽しかったです。
中でも、ローラーすべり台が
１番楽しかったです。

3 組くま
ぼく達、三組は最ゆうしゅう
組 賞 を 取 れ ま せ ん で し た が、
「スタンツ」「追せきハイク」で
は全力で協力プレイが出来たと
思います。

副長 藤本 雅巳
登山、肝だめし、魚つかみ、
営火と今年も思い出がいっぱい
の夏季舎営、とても楽しかった
ですね。みなさんお疲れさまで
した。

4 組 DL 本間千香

４組しか

3 泊4日 とても密な毎日！一
言で高1 の夏。子ども達は絶対
成長してるはずです。隊長はじ
め 副長に感謝です。ありがとう
ございました。

僕が一番楽しかったのは、魚
のつかみ取りです。魚のつかみ
取りをして、僕は魚がこんなヌ
ルヌルだと思いませんでした。
だけど、焼いたらすごくおいし
かったです。また食べたいです。

4 組くま
ぼくがこの舎営で一番楽しか
った事は、川遊びとローラーす
べり台です。川遊びは初めてで
したが、水の流れが早い所でた
くさん泳げたのが良かったです。
ローラーすべり台は、日本で一
番長いと聞いたので、やってみ
たいと思いました。実際にやっ
てみると、本当に長く、スピー
ドもとても早かったです。8人
くらいですべると、スピードも
まして、よりはく力がありまし
た。大変だった事は、組のみん
なをまとめることでした。です
が、いろいろな事をみんなでが
んばったので、最優秀組賞が取
れて、とても嬉しかったです。
それに、ぼくも最優秀スカウト
賞をもらうことができて、信じ
られないくらい嬉しかったです。
カブ隊の皆さん、三年間ありが
とうございました。

4 組くま
カブ隊最後の舎営、とても楽
しかったです。特に楽しかった
のは、山女のつかみ取りと山登
りです。つかみ取りは 4 組はす
ぐ終わって退屈でした。焼いて
食べたらカリカリで美味しかっ
たです。
ローラー滑り台は、つながっ
て滑るとすごく速くなったので
少しやけどをしました。
くまスカウトなのでテントを
はったり特別な会議があったり
して今までよりも本当に楽しか
ったです。

4 組うさぎ
奥秋キャンプ場でボーイスカ
ウトのみんなといっしょにすご
してきました。
キャンプでつらかったのは、川
遊びでみんなながされたこと。
山登りもとてもあぶない道を歩
いたことです。
一番楽しかったのは魚のつか
みとりです。川で泳いでいる魚
をりょう手で少しやさしくつか
みました。しっぱいした時もあ
ったけれど魚にふれることはで
きたのでうれしかったです。そ
してさいしゅうてきにつかまえ
ました。ぬるぬるしていていや
だったけれど、かわいかったし、
おいしかったです。また食べた
いです。
また来年も行きたいです。

４組しか
キャンプで楽しかったことは、
たくさんありました。その中で
一番だったのは、魚のつかみ取
りと魚を食べたことが楽しかっ
たです、塩かげんも良かったで
す。キャンプで一番学んだこと
は、組で協力することです。自
然のことも学びました。

４組うさぎ
自然の中で過ごした毎日は本
当に楽しかったので、このまま
ず っ と山で暮ら し た い と思っ
た！

BS 隊
8/3～8/7 東京連盟主催
『サマーキャンプ』
@ 日本連盟 山中野営場にて

BS隊
東京連盟サマーキャンプに世
田谷 5団として一人でいってき
ましたが、やはり東京連盟主催
なだけに世田谷 5団でやらない
ことがたくさんできました。例
えば、カヌーや見張り台の作成、
長距離ハイキングなどなど、と
てもいい経験ができました。し
かし、まだまだ未熟なので技術
面でもそうですが、思考力がか
けていることが多くて大変なこ
とも多かったです。それでも班
のメンバーに助けられて無事終
えることができました。足りな
いところははっきりしたので世
田谷 5団でみがいていきたいで
す。

8 月 14 日～17 日
隊キャンプ～山梨県白州の栗林にて
BS隊トナカイ班

BS隊 トナカイ班

BS隊 トナカイ班

「ガ チ サ バ」（ガ チ サ バ イ バ
ル）と行きの電車で盛り上がっ
ていたがそれは特にトナカイ班
にとっては過酷なものだった。
三日目の夜、最終日の徹営にむ
けて早く睡眠を採った僕だった
が１２時ごろに下痢で起こされ
てしまった。はからずもテント
の中で漏らしてしまった。光平
は始末を手伝ってくれた。朝食
の時間を惜しんでまで他人の○
○処理を進んでやってくれた班
員のみんな、ありがとう。そし
て我々は仲が良いことをたたえ
られ、賞をもらった。○○が水
っぽくなったのには、思い当た
る節はある。朝昼連続で生米を
くったり火を通してない水を飲
んだりしたからだ。でも火をた
くことさえ難しいのにまきを乾
かしたり大量の水を殺菌させる
ことは無理に近い。湿気は最大
の敵だった。今後の課題となる。

このキャンプで、火が簡単に
点く事がどれだけ大切な事なの
かがわかりました。それに、本
当に何もないので、トイレやテ
ーブルなども、自分たちで作ら
なくてはならないのにびっくり
しました。
それでも磯田君や光平君がとて
も優しく支えてくれたので、こ
のキャンプはとても楽しかった
です。
これから、このキャンプで学ん
だ事を生かして一級や二級を取
れる様になりたいです。

1日目はテントを建てて、食
器、箸などを作った後、カレー
作りをしましたが、薪に火がつ
かなくて絶望的でした ( その後
バーナーで作れました )。２日目
は着火剤がありましたが薪が湿
っていてお米がうまく炊けなか
ったけれど、お昼はそれを食べ
ることに。あと、川遊びに行く
前に、備品で指を切ってしまい、
とても痛かったです。川で乾い
た木を大量に拾い集めたおかげ
で 3日目の流しそうめんはうま
くできました。その日は雨が降
っていたのでテントの中でゆっ
くりしていました。夕食の BBQ
はとてもおいしかったです。4
日目はテントをすぐに片づけて、
バスと歩きで温泉に行きました。
すごくさっぱりして気持ち良か
ったです。いろいろ大変でした
が、楽しかったです。

BS隊 オットセイ班
今回は山梨県の白州でキャン
プをしました。キャンプ場は川
の近くにありましたが、水道や
トイレなどの設備はありません
でした。
水は川の水を使い、トイレはそ
こらへんの土を掘り、かまども
自分達で作るなど、今までのキ
ャンプでやらなかったことをし
ました。
今回のキャンプは心と身体とお
腹がきたえられました。

BS隊 オットセイ班
今回の夏季キャンプは、今ま
ででは無いような場所でのキャ
ンプでした。特に大変だったの
は川の水で生活したことでした。
おそらくそのせいですが、最終
日にはお腹を壊してしまいまし
た…。
しかし、最後は楽しく終えら
れたので良かったと個人的には
感じてます。

BS隊 カモメ班
今回のキャンプは何もないと
ころで行った。あるのは湧き水
だけだった。薪が濡れていたり、
皆がお腹を壊したりと大変な事
が沢山あったが、僕たちカモメ
班は最優秀賞をとれた。水には
気をつけなければならない事を
学んだ。

BS隊 カモメ班
僕達ボーイ隊はキャンプ初日、
朝 5時 40 分に尾山台駅に集合し
て、山梨県北杜市白州まで行き
ました。そこはキャンプ場では
なく、まさに栗林でした。水は

すぐ近くにありましたが、水が
合わない人もいました。3日の
うち、2日くらいはあまり食事
が取れなかったです。理由は、
雨がずっと降っていて、火が起
こしにくかったからです。でも、
班のみんなで工夫して、なんと
か乗り切りました。その甲斐あ
ってか、最優秀班賞と最優秀ス
カウト賞を貰え、嬉しかったで
す。ボーイ隊最後のキャンプの
良い思い出になりました。隊長、
そして副長の皆さん、どうもあ
りがとうございました。これか
らもがんばります。

BS隊 カモメ班
今回のキャンプは、かまどや
トイレがなく、水しかない所に
行きました。キャンプ場に着く
とまず、Ａ型テントを立てまし
た。テントを立て終わると、カ
レーを作ろうとしました。
しかし、薪がぬれていて火が
つかず、隊長のバーナーを借り
てしまいました。火がつけられ
なかったのが悔しかったです。
４日間の中で一番楽しかったの
は、川遊びです。
足を怪我してしまいましたが、
川の流れに乗って遊んだり、崖
を飛んだりしたのが楽しかった
です。
僕は、竹で水筒を作りました。
その作品で僕は、工作賞をとり
ました。あと、最優秀班賞も取
れて良かったです。

ビーバー隊
８月３日夏季行事箱根
ビーバー隊

隊長 保科潔
８月３日(日) ビーバー隊は、
スカウト９名、リーダー６名、
保護者７名で、ぐるっと一周、
箱根を楽しみました。新宿８時
発のロマンスカーは、定刻にア
ナウンス無し静かに動き出しま
した。箱根湯本から路線バスで、
箱根旧街道 (旧東海道 ) へ、箱根
関所まで約３㎞高低差の有る石
畳の道をスカウトは、すごく速
く歩きました。関所見学と昼食
の後、海賊船、ロープウェイに
乗って、大湧谷見学時に、 黒卵、
黒ソフトクリームを食べました。
ケーブルカー、箱根登山電車で
箱根湯本駅へ帰りのロマンスカ
ーで車内弁当( スカウトはロマ

ンスカー弁当) 食べました。
箱根の乗り物たくさん楽しみま
した。
〈ビーバースカウト感想〉
初めてロマンスカーに、乗り
ました。友達と話していたら、
あっという間に、着きました。
ロープウェイからの眺めが、き
れいでした。ロープウェイで雲
の中に入って、周りが真っ白に
なった事が初体験でした。海賊
船、ケーブルカーが楽しかった。
旧街道石畳が、でごぼごして、
ちょっと怖かった。危なかった。
ごつごつして楽しかった。すご
く大変でした。山で食べたゆで
卵( 黒卵) 美味しかったです。帰
りのロマンスカーのお弁当美味
しかったです。ビーバー隊の良
い思い出になりました。

〈保護者感想〉
本日は息子と楽しい日を過ご
す事、息子の知らなかった面を
見る事が出来ました。内容が盛
旧街道を歩いた事は子供は大変
りだくさんでした。子供にはタ
だったと言っていましたが、自
フなようでしたが、いい経験に
信がついたのではと思います。
なりました。息子の成長を見る
あっという間の１日でした。ス
事が出来とても充実した夏期行
カウト逹にも印象に残る旅にな
事でした。ビーバー隊に入隊し
ったと思います。
て１年半近く経過しました。当
初は集団行動に不慣れでしたが、
今回の１日行事でも、何とか完
遂できるほどの体力と協調性が
身に付きました。子供の成長が
実感できた箱根となりました。

８月２４日お別れデイキャンプ
ビーバー隊

隊長 保科潔
８月２４日(日) ビーバー隊は、
野毛町公園ディキャンプ場で、
流しそうめんとスイカ割り、釜
飯を楽しみました。スカウト逹
には、広場で水鉄砲ゲームとド
ッジボールをしてもらい、リー
ダーと保護者で設営と調理しま
した。
スカウトアンケートでは、流
しそうめんが人気、釜飯スイカ
割りの順でした。
ビーバー隊保護者の皆様、ご支
援、ありがとうございました。

９月

活動予定

ビーバー隊
● ９月７日
（日）
団行事 上進式
★集合＝９：００ 奥沢区民センター
制服正帽
★解散＝１１：００ 奥沢区民センター
★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、筆記用具、ハンカチ、ポケッ
トティッシュ
※カブ隊に上進するスカウトもビーバー隊の制服着用です。
● ９月２８日
（日）
隊集会 基本動作・工作 [シーターポン]、保護者会
★集合＝９：００ 九品仏交番裏
制服正帽
★解散＝１２：００ 九品仏交番裏
（保護者会は、シーターポン作りと平行して奥沢地区会館
で行います）
★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

カブ隊
● ９月７日
（日）
隊集会 上進式
★集合＝９：００ 奥沢区民センター( 奥沢駅前）
★解散＝１２：００ 同上
制服正帽
★持ち物＝７つ道具、水筒
(ボーイ隊に上進するスカウトもカブの制服着用)
( １０：３０から同場所でカブ隊保護者会を開催します)
● ９月２１日
（日）
隊集会 ミニハイク 雨天決行
★集合＝９：００ 九品仏交番裏
★解散＝１２：００ 同上
制服正帽
★持ち物＝7つ道具、水筒
● １０月１日
（水）
組集会 赤い羽根共同募金 雨天決行
★集合＝７：３０
★解散＝９：００ 各駅
組 緑が丘駅
組 尾山台駅
組 等々力駅
組 上野毛駅
制服正帽
★持ち物＝水筒
( 組の集合駅は、追って連絡網で連絡します)
○保護者会 ９ / ７ (日) １０：３０ - １２：００
奥沢区民センター2階大会議室
○リーダー会議 ９ / ２０ ( 土 ) １９：００
奥沢地区会館③

. ボーイ隊
● ９月７日
（日）
上進式
★集合＝９：００ 奥沢区民センター
★解散＝１２：００ 奥沢区民センター
制服正帽、タスキ、班旗
★持ち物＝7つ道具、レポート用紙
○保護者会
集合 １０：３０ 奥沢区民センター
上進式終了後開始します。
● ９月１３日
（土）
玉川神社祭り子供神輿奉仕
★集合＝１４：００ 等々力駅
★解散＝１８：００ 等々力駅
＊時間については変更の可能性あり
制服正帽
★持ち物＝七つ道具、タオル
● ９月２１日
（日）
隊集会 多摩川河川敷
★集合＝８：３０ 尾山台駅
★解散＝１５：００ 多摩川河川敷
制服副帽、班旗
★持ち物＝7つ道具、弁当

会議報告

● 団会議・団委員会 ８月21日
（木）20:00～ 奥沢地区
会館第３会議室
各隊来年度予算・活動計画提出

会議予定

● 9月7日(日) 会計監査 9:00～12:00
奥沢区民センター第3 会議室（和室）
● 9月11日( 木）
団会議・団委員会（会計報告、
承認）20：00～
奥沢地区会館第2 会議室
● 9月18日( 木）団会議・団委員会（予備） 20：00～
奥沢地区会館第2 会議室
● 9月22日(月) 育成会役員会 & 総会資料印刷、発送
10:00～12:00 等々力出張所印刷室
● 9月28日
（日）広報委員会（さくら発送）9：30～
奥沢地区会館第3 会議室

● 10月5日
（日）
「育成会総会」 10：00～
尾山台地区会館大会議室

