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奥沢区民センターにて上進式が行われました。

入隊、上進、おめでとう！　　　弥栄、弥栄、弥栄！！！

上進スカウト
BVS隊からCS隊:　　　　　　CS隊からBS隊:　　　　　　BS隊からVS隊:



ビーバー隊 
隊長 保科潔
　９月７日(日) 奥沢区民センターで、団
行事、上進式が行われました。
　ビーバー隊２年生６名、全員カブスカ
ウト隊に上進しました。
　また、１年生２名、 君 

君 の入隊式を行いました。ビーバー隊
は、新学期６名のスタートになりました。
残りの時間、恐竜発掘プログラムをしま
した。恐竜の紙芝居を観たり、草嶋博士
が、恐竜について教えてくれました。恐
竜の化石を砂の中から、掘り出しました。
　保護者の皆様、ご支援 ありがとうござ
います 。

９月７日・団行事・上進式

ビーバー隊

カブ隊
カブ隊副長　神田 雅代
　今年もやってきました。スカウトの新
学年のスタートです。
　カブ隊からは、6名のスカウトをお兄
さんのボーイ隊に送り出しました。そし
て、ウサギ8名がシカに。シカ7名がク
マに上進しました。さらにビーバー隊か
ら、6名のかわいいリススカウトが入っ
てきました。少し心細そうでしたが、し
っかりしてるなっていう印象です。セレ
モニーでは緊張する中でしたが、すごく
かっこよくポーズを決めてくれました。
　早速、新しく組み編成も行われ、新組長、
次長を中心に組の目標をたてました。新
しいカブブックももらって、上進を実感
しました。スカウト全員は、「僕はまじ
めにしっかりやります。カブ隊のさだめ

をまもります」のカブスカウトの約束の
意味をあらためて感じてくれたと思いま
す。
　また、我々リーダーも新しい年度のス
タートで、気持ちが引き締まりました。
　参加してくださった保護者の方も、な
かなか普段の生活の中では見ることのな
い引き締まった式の中に期待を感じてい
ただけていたら嬉しいです。
　スカウトの成長のために、確かなはぐ
くみを提供していけるようリーダー一同
頑張ります。
　保護者の皆さんもデンリーダーを中心
にコミュニケーションをとって、安全で
楽しい活動へのご協力、参加をお願いし
ます。



１組くま　 　
　組長になったから、組をまとめてがん
ばりたいです。次長と協力して、しかと
うさぎの面倒をみます。

2組しか　
　今日の上進式では、ぼくははじめて組
長役になりました。
　ぼくは組長代理ですが、お休みの組長
の代わりでした。はじめてだったので本
当にきんちょうしました。
　新しく下の学年が入って来たことで、
せんぱいになったんだなと思いました。
ビーバー隊だったこが二組に入って来た
ので、ちゃんとめんどうをみなければと
思いました。

BS隊
BS隊 トナカイ班 
　7日は雨の中上進式があった。
僕は班長の職を任されたので、LINEで山
田隊長のアカウントを手に入れることが
できた。
今年度は、全ボーイスカウトに来年への
留年措置が取られた。僕たちの代がベン
チャー隊に上進するのは再来年の4月に
なる。
組織改革のため、実に半年ちかく、ボー
イスカウトとして、居座っていられるこ
とになった。
また、制服が長ズボンから半ズボンに変
わるらしい。動きやすいことは確かだが、
特に夏の活動中は蚊が多いので、ぼくは
いやだ。
今年の世界ジャンボリーには、今の制服
で行くらしい。しょうがないから、今の
制服を新調して班長として頑張っていき
たい。

９月７日・団行事・上進式

君、「スーパーカブ」取得おめ
でとう！ （授与式が９月７日にありま
した）



８月２４日おわかれハイク＠三浦富士
カブ隊

副長　保科哲也　
　7時15分九品仏交番裏を出発したカブ
隊は京浜急行本線 京急長沢駅を下りて現
在マテバシイが生い茂るジャングルのよ
うな林の中を登っています。今日は三浦
半島の先端近くにある三浦富士 砲台山 武
山を結ぶ里山ハイキングコースを歩きま
す。頂上でも標高200メートルです。コ
ースの途中からは東京湾や房総半島伊豆
大島 富士山を見渡せる展望が得られます。
三浦富士へ登って尾根コースを砲台山ほ
うだいさんを通って武山たけやまへ向か
います。登り口から30分登ると馬の背と
呼ばれる急斜面があります。私が勝手に
名前をつけました。ロープが設置されて
いるのでロープで登ります。三浦富士頂
上では黒い夏の富士山が望めました。昼
食をとった武山頂上はスカウトの歓声が
あがる360°の大パノラマ、みんなでハガ
キに鉛筆でスケッチをしてご両親様に夏
の小さな思い出を贈りました。今回私が
初めてのハイキング企画担当と言うこと
で河西副長に隊の先頭を歩いていただき
ました。そのかいがあって帰りに津久井
浜の海岸にも行くことができました。集
合場所 久品仏に戻って来て上進するくま
スカウト達が感謝と目標を述べました。
ボーイでもたくさんの楽しい経験を積ん
でください。

3組DL　太田雄介　
　前の週まで「『うだるような暑さ』とは
このこと！」と思うほど厳しかった残暑
が一転、ハイクの前日は爽やかな風の吹
く涼しい土曜日でした。当日もこの調子で
…と思っていましたが、電車をいくつか
乗り継いで目的地の横須賀・長沢駅に着
く頃にはやはりそれなりに気温は上がっ
てきて。
　ところが、いざ山道に入ってみると、
ずっと林の樹木の影のなかを歩いてゆく
ようなコースになっていて覚悟していた
よりも涼しく、山の傾斜もいままでのス
カウト活動で登ってきた道よりもずいぶ
んと緩やかなように感じられて、子供た
ちもスイスイ進んで行っているように思
えました。
　この武山、標高は２００mほどと低め
なのですが、相模湾や富士山が見える広
場があったり、戦時中に使われていた砲
台の跡を見ることができたり、不動尊を
祀った寺院があったりと、難易度の割に
表情豊かな景色を楽しむことのできる、
とてもいいハイキングコースでした。途
中途中で元気玉をもらいながらみんな元

気に歩き続け、予定よりもかなり早くお
昼ご飯を食べる武山展望台に着くことが
できました。
　展望台の下でカブ弁を食べたあとは上
まで登り、そこから見える景色をそれぞ
れがハガキに描くという、カブスカウト
で初めての試みも行なわれました。東京
スカイツリーや千葉の房総半島まで肉眼
で見ることができたので、きっと雄大な
名作がたくさん生まれたんじゃないでし
ょうか。
　下山後、津久井浜駅まで市街地を歩い
たのですが、そこはさすがに暑かったで
す。しかし、登山を予定よりも早く終え
られたおかげで海岸まで行って浜で少し
遊ぶ時間がとれたこと、駅前ではサプラ
イズのガリガリ君が待っていたことで、
スカウトたちのテンションは最後まで落
ちることなく楽しいハイクを終えること
ができました。
　いつも通りの楽しいハイク、という感
じだったので途中で忘れてしまう瞬間も
ありましたが、この日は「お別れハイク」。
くまスカウトたちとの活動はこれが最後
です。九品仏に戻ってから終わりの会で
は、退任する藤本副長や、くまスカウト
たちからお別れの言葉がありました。み
んな、それぞれの個性に応じたとてもし
っかりした挨拶をしてくれたので、僕は
ウルっとしつつも成長したなあ〜と感慨
深い気持ちにもなりました。
　くまスカウトのみんな、3年間おつか
れさまでした！ボーイ隊でもがんばって
ね。ありがとうございました。

3組くま　 　
　最後の活動では、しめという事でカブ
隊らしく山で終わったので良かったです。
これからも三組をもっと良くしていくた
めにがんばってください。
　今まで経験してきたことを、しょう来
に役立てたいと思います。
　土屋隊長、副長、デンリーダーのみな様、
スカウトのみなさん、三年間ありがとう
ございました。

4組うさぎ 　
　山登りは少し疲れましたが、自然がと
てもきれいでしたし 海で砂浜で遊べてと
ても楽しかったです。
　アイスのガリガリくんを買ってくれる
と思わなかったのでうれしかったです。
いつもより、つめたくておいしく感じま
した。今日はいろいろ楽しかったです。



９月２１日　ミニハイク・緑地巡り
副長　保科哲也　
　9月21日9時九品仏交番裏集合 朝の会
終了後ぽかぽか広場に移動してカブ隊の
基本動作訓練その後ミニハイクに出発し
ました。基本動作訓練は河西副長が広場
をいっぱいに使って丁寧に指導しました。
ボーイスカウトではいっしょに行動する
時に大きな声で号令かけて動くようなこ
とはしません。スカウトだけに通じる、
サインや合図によって行動します。スカ
ウトはいつも指導者に対して注目してい
ます。ミニハイクは4、5キロメートルの
コースでぽかぽか広場から宝来公園 多摩
川台公園 多摩川浅間神社で参拝して帰っ
て来ました。天候に恵まれ楽しい活動が
できました。

3組くま　 　
　うさぎは、集合練習で河西さんにくっ
ついていてすぐ集まったり、ミニハイク
でもがんばって歩いたりしていました。
組長として仲間を見守るというのは難し
かったけれど、これからもしっかりと役
目をはたしていきたいです。

４組くま　 　
　ぼくは組長をやって、ぽかぽか広場で
整列をさせる練習をしました。ぼくが知
らなかったこともあって、いろいろなこ
とを組長として学べたと思います。ミニ
ハイクでは、少し歩いて多摩川で神社に
お参りしました。少しつかれたけれど、
いちばん最初の活動なので、たのしかっ
たです。

９月13日　子供神輿奉仕 @ 玉川神社祭り
BS隊

BS隊 トナカイ班 　
　初めてのボーイ隊の活動は等々力地区
のお祭りのおみこしの誘導でした。
　車道を歩くとき小さい子供がはみ出し
たりしないようにロープで区切ったり、
列の両側に立ったりしました。

　カブ隊とは人数が違っていて、活動の
仕方が違ったり、ボランティア活動はや
ったことがなかったので、「ボーイ隊で
はこんなこともやるんだ」と色々わかり
ました。



９月　活動予定
ビーバー隊 
●　１０月１９日（日）
隊ミニハイク [尾山台〜兵庫島]
★集合＝９：００　尾山台駅　　制服正帽
★解散＝１３：３０　尾山台駅
★持ち物＝制正制帽着衣(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
　　　※　☂雨天の場合は見学施設に行きます
●　１０月２６日（日）
隊集会　ゲーム／ソング／工作
★集合＝９：００　九品仏交番裏　　制服正帽
★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、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

カブ隊 
●　１０月１日（水）
組集会　赤い羽根共同募金　☂雨天決行
★集合＝７：３０　各駅
★解散＝９：００　各駅
　緑が丘駅　　２組
　尾山台駅　　３組
　等々力駅　　４組
　上野毛駅　　１組
制服正帽　
★持ち物＝水筒
●　１０月５日（日）
隊集会　施設見学　☂雨天決行
★集合＝１３：００　等々力駅玉川総合支所前
★解散＝１７：００　同上
制服正帽　
★持ち物＝７つ道具、水筒、体操着上下
●　１０月１９日（日）
隊集会　オリエンテーリング　横浜こどもの国　☂雨天決
行
★集合＝９：００　二子玉川駅改札前
★解散＝１５：００　同上　
制服正帽　
★持ち物＝7つ道具、水筒、カブ弁当
○リーダー会議　１０/１８(土)１９：００　奥沢地区会
館③

ボーイ隊 
●　１０月４日（土）
勉強会(仮)
★集合＝１９：３０ 尾山台地区会館 
★解散＝２１：００ 尾山台地区会館 
私服可 ネッカチーフは必ず着用
★持ち物＝ボーイスカウト或いは学業に関する勉強道
具と資料
●　１０月５日（日）
隊集会@多摩川河川敷
★集合＝１３：３０ 多摩川河川敷 
★解散＝１７：００ 多摩川河川敷
制服正帽、タスキ、班旗
★持ち物＝7つ道具、作業帽
＊各班ごとまとまって集合場所にくること。
●　１０月２６日（日）
シティハイク
★集合＝９：００ 尾山台駅 
★解散＝１５：００ 尾山台駅 
制服正帽、班旗
★持ち物＝7つ道具、弁当、作業帽

みなさま世田谷５団の
webサイトご覧に
なってますか？

活動予定や電子版「さくら」が読めます！
　
　世田谷５団のすべての隊の情報が網羅されています
ので、お出かけ先でも「明日の持ち物なんだっけ？」
とか「あれ、集合場所は？」という時の確認にご活用
いただけますよ！

http://setagaya5.boy.jp/scout/



会議報告
●　団会議・団委員会　　9月11日（木）20:00〜　
奥沢地区会館第２会議室
総会に向けて・・・　各スカウトの隊費、育成会費、登録費、
　　　　　　　　　ネッチ代の確認
収支決算書の確認
団名簿作成について
ボーイスカウト講習会　10月19日
カントリーデー　11月9日　9:30　等々力駅集合
23WSJ（世界ジャンボリー）に参加の外国人スカウトのホー
ムステイ受け入れ要請（世田谷地区80名）が来ています

会議予定

●　　10月5日(日)「育成会総会」　10:00〜12:00
 尾山台地区会館大会議室

＊保護者の皆様、ぜひご出席下さい。
●　　10月29日（水）広報委員会（さくら発送）9:30〜  尾山台地区会館第１会議室

●　団委員会　　9月18日（木）20:00〜　
奥沢地区会館第２会議室
　　　制服（新ユニフォーム）について
　　　収支決算について

●　育成会　会計監査　 9月7日(日)　9:00〜12:00
 奥沢区民センター第3会議室（和室）
●　育成会役員　及び　総会資料印刷・発送 　
9月22日(月)10:00〜12:00 　 等々力出張所印刷室

　♥9月20日に
BS隊副長渡口要君の結婚式が
横浜で行われました♥　

おめでとうございます！
　　新婚生活、お仕事、そしてBS隊リーダー・・・
　　気合を入れて頑張って下さい！

お綺麗
ですね！

うれしそう
だね！ケーキおいし

そうだ……




