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ビーバー隊 
隊長 保科潔
　９月２８日(日) ビーバー隊は、奥沢地
区会館で、シーターポンを作りました。
保護者会も平行して行い 、秋山さんが、
育成会連絡係、中嶋さんが、広報委員にな
って頂きました。
残った時間で、猫じゃらし公園に行って
ダルマさんが転んだ等をしました。
新しいシーターポンを持ってハイキング
に行きましょう！

ビーバー隊

重要なお知らせ・『さくら』電子版移行のお知らせ
世田谷５団広報委員会より

　世田谷5団機関紙『さくら』をこちらのペー
ジで電子版でご覧いただけます。

アドレスはブックマーク（お気に入り追加）を
お願いいたします。
※パスワードは5団関係者以外には知らせない
ようご注意ください。

来年3月までは『さくら』を郵送いたします。
4月以降はパソコン、スマートフォンなどでご
覧いただくことになります。

紙版はモノクロコピーでしたが、電子版はカ
ラー原稿になり、写真がクリアに見えて活動
の様子がよくわかります。
電子版では個人名を記載しておりますが、プラ
イバシー保護のため5団HPのリンクから見ら
れるものはスカウト個人名を消してあります。

どうしても電子版が見られない等、電子版で
は支障がある方へは郵送しますので、ご確認
ください。（後日お伺いします）

皆さまにはご不便をおかけすることもあるか
と思いますが、ご理解のほど、どうぞよろし
くお願いいたします。

９月２8日　シーターポンづくり



ビーバー隊 
隊長 保科潔
　１０月１９日(日) ビーバー隊は、新し
いシーターポンを持って、ハイキングに
行きました。尾山台駅集合後、多摩川河川
敷を歩いて二子玉川兵庫島を目指しまし
たが、二子玉川公園緑地でのペットボト
ル飛行体作りが、スカウトに好評で、計
画を変更して工作に時間を使いました。
ペットボトルとクリップ、ビニールテー
プが有れば、すぐに作れる飛ぶオモチャ
です。投げ方のコツをマスターすると飛
行体は上向きに回転しながら、遠くまで
飛んで行きます。帰りの登り坂は、新人
スカウトには、大変でした。天気に恵ま
れた、楽しい１日になりました。

カブ隊
プログラム担当 副長 三園
　今回の施設見学は以前当カブ隊の副長を
していた中里さんが日体大の教授という
事で実現したプログラム。台風接近で雨
模様の為、グラウンドで練習している様
子などは見れませんでしたが室内練習場
や教室、研究室、相撲部などは十分に見
学できました。
　体験はダブルダッチ(縄跳びを数本使
うパフォーマンス)とトランポリン。ダ
ブルダッチの６人の学生さんは子供扱い
に慣れた感じ。短い時間でしたが楽しま
せてくれました。トランポリンは体験と
の事だったので簡単な指導のお遊びかと
思いきや全く違いました。
　部屋に入るなり20人程の学生さんと指
導する先生(マラソンの小出監督似)がビ
シッと整列して待機しピリピリした緊張
感が漂います。そんな中、おしゃべりを

しながらモタモタ着替えをするスカウ
達・・・心の中で「空気読めよ！」と叫ぶ。
そして、熱血指導の開始。怪我をしない
体の使い方やトランポリンの基礎をシッ
カリ厳しく教えて頂き、徐々にスカウト
達も引き込まれていきました。４台ある
トランポリンに組ごとに分かれ体験した
のですがメチャクチャ楽しそうでした。
そして、最後に世界大会に出場する選手
の模範演技を見せてもらったのですが、
これがハンパじゃない！
　目の前で５m以上？のジャンプ、回転、
連続の捻り技でもうどうなってるのか分
からない位クルクル回っていました。ス
カウトはもちろんリーダー達も驚嘆。
今回は想像以上に充実したプログラムに
なり、ご協力頂いた中里先生、日体大の関
係者の方に感謝致しております。

10月19日　ミニハイク

10月５日　施設見学＠日体大



１組DL　青木由美　
　台風接近中の雨の中、日体大の見学に行
ってきました。
　まずは、新しくなった校舎内部のさま
ざまな場所、相撲場やトレーニングルー
ム、研究室などのツアーをしました。
そのあとは、スカウトたちが楽しみにし
ていた、ダブルダッチとトランポリン、
実技の時間です。
　ダブルダッチのすばらしい演技を見た
後、いよいよ体験です。2本の縄の中を飛
ぶわけですが、巧みな縄さばきのおかげ
で、スカウトたちも皆成功し、大満足！
　続くトランポリンも1時間たっぷり指
導を受けて、飛びながらの開脚や、お尻
から着地してまた立つ、などの技に挑戦
しました。最後は世界大会に出場する選
手の演技を間近で見学。難しさが分かっ
た後でしたので、一同目を丸くして見入
っていました。
　こんな体験めったに無い！ 「この大学
に入りたい」という子も出るほど、充実
した興味深い施設訪問となりました。

3組 くま　
　今日は雨の中 等々力駅から日体大まで
歩きました。
　初めてダブルダッチをして なかなかう
まくとべました。あと、トランポリンは
うまくとべて ぼくは運がいいと思いまし
た。

10月５日　施設見学＠日体大
4組くま　
　トランポリンが楽しかったけど、朝、
首が痛くなった。次長をがんばって、４
組の集合を早くしたいです。



10月19日オリエンテーリング＠こどもの国
カブ隊

副長　神田 雅代　
　快晴のもと、たくさんの家族連れの楽
しげな声のするこどもの国で、カブ隊の
オリジナル・オリエンテーリングを行い
ました。探すべきポイントは全部で７
つ！組ごとにわかれて動くのは初めてで
もあり、うまく見つけられるかちょっと
不安な表情。でも、地図とにらめっこし
て、それぞれのマークを求めて、山の中
に分け入るスカウトは、大変たのもしく
感じました。マークを見つけられたら、
みんなで大喜びして、組の結束も良くな
り始めました。
お昼はの小高い丘に、みんなで集まり、
カブ弁を食べました。たくさんのドング
リが落ちていたのてドングリで遊んだり
してゆっくりしました。そして、午後の
コースに出発。初めてカブ隊の見学に来
てくれた二人も、活躍してくれました。
オリエンテーリングの結果は四組ぜんぶ
が全問正解でした。
途中で、モーモードームで、ジャンプし
て遊んだりして、本物のオリエンテーリ
ングよりは、かなりゆるいものになりま
したが、一年の始めとしては充分楽しめ
たのではないでしょうか。早めの3時に
二子玉川に戻ると、ちょうどぐうぜんに
瀬田玉川神社のお神輿がきていてビック
リ。さいごにおまけまでついた活動でし
た。楽しかったね！

２組DL　阿部彩　
　前回スカウトに「デンリーダー、疲れ
てるね」と言われてしまった私。今回は
がんばるぞ！と気合をいれていきました。
おかげ様で、お天気は、ほれぼれとする
秋晴れ。
気持ちよく歩くことができました。しか
し、スカウトたちのペースの速いこと！
しばしば遅れ気味のデンリーダーでした。

2組　 　
　こどもの国へは何度か行ったことがあ
りますが、オリエンテーリングははじめ
てだったのでとても楽しかったです。
ローマ字をさがすのは、かんたんなのは
ヒントがなくてむずかしいのはヒントが
ありました。ぼくたちは、オリエンテー
リングの初級をやったのでかんたんでし
た。だから、あんまりつかれませんでした。
とても森がきれいでした。

カブ１組 しか   　
　ぼくたち1組はむずかしいコースとい
うことを知らずにやっていて、と中で神
田さんに『それ、むずかしいコースだよ』
と言われて、『えー、ここまできたけど、
これからどうする？』となったけど、せ
っかくなのであきらめずにがんばりまし
た。最後まで行けて、がんばったかいが
ありました。
　次は、遊ぶためだけにこどもの国に行
きたいです。



９月13日　子供神輿奉仕 @ 玉川神社祭り
BS隊

BS隊 オットセイ班  
　9月13日(土)に、高橋副長とボーイ隊
のみんなで等々力駅に集合して、玉川神
社祭り、子供神輿奉仕をしました。やっ
た事は子供神輿の回りにロープをはって、
子供が道路に出ないように気をつけるこ
とです。大変だった事は、ロープを持ち
ながら歩くとだんだんロープがたるんで

くるので直したりしていると手が疲れて
くることでした。ですが、と中の休けい
で飲み物を渡してもらったり、終わった
時におかしをもらえたりしたのが、とて
もうれしかったです。そして、スカウト
ハンドブックの奉仕の所にサインをもら
えたのが良かったです。これからもがん
ばっていきたいと思います。

10月5日　隊集会 国旗掲揚勉強会
BS隊 トナカイ班 
　今回の活動は雨のため、中でやること
になり国旗の掲揚などを教わりました。
日本の国旗の由来や縦横の比率を隊長や副
長が教えてくれて知らなかったことが分
かり、面白かったです。国旗の掲揚が思
っていたより複雑で細かかったので覚え
るのが大変でしたが、年上の班長などが
教えてくれたので上手くできるようにな
りました。

10月1日赤い羽根共同募金
副長　清水恵子　
　１０月１日都民の日に、新たに緑が丘駅
をくわえて赤い羽根共同募金の奉仕をし
ました。
あいにくのお天気でしたが、各組元気に
よびかけた結果、過去最高だった昨年を
上回ってたくさん募金いただくことがで
きました。もちろん金額がどうこうでは
ありません。自分なりにまじめに募金活
動ができたかどうか、が大事です。
いつものように、澤さんや出勤途中のリ
ーダー、元リーダーが各駅で励ましてく
ださいました。カブ隊を卒業したボーイ
隊のスカウトがちょっとぶっきらぼうに
来てくれるのも、うれしいことです。お
うちの方、おじいさま・おばあさまが、
がんばっている姿を見てくださるのはス
カウトにとって一番の励みになります。
今後の活動も、どうぞ遠慮なくご覧にお
いでください。

カブ１組 くま   　
　「赤い羽根ぼきん」は初めてで、すごく
きん張しました。
　みんなが大きな声で「おはようござい
ます！」と言ってノドがガラガラになり
ました。
　良いと思ったのは、千円しかない人が
わざわざお金をATMでおろしてくれた気
持ちがうれしかったです。

カブ２組 くま   
　今日の赤い羽募金は、山登り疲れてし
まいました。
　お父さんが募金に来てくれたので、僕
は頑張ろうと思いした。
　募金してもらったお金は足が不便な人
などに使って役に立てれば良いです。



11月　活動予定
ビーバー隊 
●　１１月９日（日）
団行事　カントリーデー
★集合＝９：３０　等々力駅玉川総合支所前　　制服正帽
★解散＝１２：００　等々力駅玉川総合支所前
★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、ポケットティッシュ
●　１１月３０日（日）
隊集会　東京タワーからスカイツリーを見よう！
★集合＝９：００　九品仏交番裏　　制服正帽
★解散＝１５：００　九品仏交番裏
★持ち物＝制服正帽＋防寒着着衣（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　　　　　

カブ隊 
●　１１月９日（日）
隊集会　カントリーデー　多摩川
★集合＝９：３０　等々力駅総合支所前
★解散＝１２：００　 同上
制服正帽　
★持ち物＝7つ道具、水筒、レジ袋
●　１１月１６日（日）
組集会てくたくハイク　等々力コース
★集合＝９：００　二子玉川駅改札前
★解散＝１２：００　同上
制服正帽　
★持ち物＝7つ道具、水筒
○　リーダー会議　１１/１５(土)１９：００　奥沢地区
会館③

キャンプ報告VS隊
　今回、初めてVS隊のキャンプに参加し
て、活動テーマの高度な野外活動の難し
さを知りました。今回は上手くいかなか
ったこともありましたが、今回の反省を
踏まえ、次回以降、より充実したキャン
プをおくれるようにします。

　ベンチャーになったことによって全て
自分自身が企画計画し準備しなければなら
ないので、色々考えなければならなかっ
た。
  例えば食事だと、できるだけ飯盒を使わ
ない物にして荷物を減らしたり、野菜や
肉を家で切って行き包丁を持って行かな
くてすむようにしたりと考えていかない
と、荷物が膨大な量になると思った。
  次のキャンプからはリーダーの補助が
全くないので、一緒に行く人と分担した
りして頑張っていきたい。



ボーイ隊 
●　１１月１日（土）－３日（月）
秋季キャンプ　「新スカウト歓迎」　地蔵山
☆　備品積載
★集合＝11/1　１０：００ 尾山台小学校 
★一時解散＝11/1 １１：００ 尾山台小学校 
作業着、ネッカチーフ、作業帽、軍手

★集合＝１１月１日（土） １３：３０ 尾山台駅 
★解散＝１１月３日（月）　１７：００ 尾山台小学校 
制服正帽
細部しおり参照
●　１１月１５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＝筆記用具、七つ道具
ボーイスカウト或いは学業に関する勉強道具と資料
●　１１月１６日（日）
隊集会　多摩川河川敷
★集合＝９：００ 多摩川河川敷 
★解散＝１５：００ 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、弁当
＊各班ごとまとまって集合場所にくること。

会議報告
◉育成会総会
10月5日(日) 10:00～　尾山台地区会館大会議室
26年度活動報告 会計報告 監査報告
27年度活動予定

◉団会議・団委員会
10月24日（金）20:00～　奥沢区民センター第２会議室
★「さくら」のホームページができました。
　　　
 ★　世界ジャンボリー
　　　第１回合同集会が10月13日に行われました。
　　＊参加スカウトは参加費（追加分）￥20,000を１月20
　　日までに下記口座に振り込んで下さい。
　　団会計 花俣
　　三菱東京UFJ銀行　尾山台支店  普通:3829918
★　世界ジャンボリーのシンボルマークを募集しています。
応募はどなたでも結構です。

☆　カントリーデー　11月9日　
9:30　等々力玉川総合支所前集合
11:00　水門
12:00　解散

平成26年度　定例育成会総会報告
  平成26年10月5日(日)　午前10時より尾山台地区会館大会議室にて

・開会の挨拶　育成会会長　澤武雄
　　　　　　  団委員長　花俣裕二
・資格監査　　出席者25名、委任状30名、計55名
　　　　　　 育成会会員総数の2／3に達しているので総会成立
<議題>
　　(１)　　平成26度　活動報告・会計報告及び監査報告　　　　承認されました
　　(２)　　平成27年度　育成会・団役務奉仕者選任　　　　　　承認されました
　　(３)　　規約改定　
　　　　　　第29条　当団の活動および会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
　　　　　　　　　 　但し、平成27年度については、平成26年9月1日から平成28年3月31日の19ヶ月とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認されました
　　(４)　　その他　
　　
平成27年度　育成会　団役務　奉仕者
《育成会》　　　会長　　　　　澤　武雄
　　　　　　　　副会長　　　　磯田　晶子　　　　　　副会長　　　　小針　恭子　　　
　　　　　　　　書記　　　　　玉井　央子　　　　　　書記　　　　　原　　寿々香
　　　　　　　　書記　　　　　船橋　奈緒美　　　　　書記　　　　　梶村　司津子
　　　　　　　　書記　　　　　郡山　満紀子
　　　　　　　　会計　　　　　千田　ひかり　　　　　会計　　　　　中沢　美樹
　　　　　　　　会計監査　　　横山　由起子　　　　　会計監査　　　日色　則子



会議予定
◉11月17日(月)　育成会役員会　10:00～  
自由が丘ロベックスジュース2階
◉11月20日(木）団会議・団委員会　20:00～　
奥沢地区会館第２会議室　
◉11月28日(金）広報委員会（さくら発送）9:30～　
尾山台地区会館第１会議室　

◉新育成会副会長からご挨拶

小針恭子さん
  今年度の育成会副会長を務めます小針恭子です。育成会へ
の参加は久しぶりですが、世田谷5団の活動がより実りの多
いものとなるよう微力ながらお手伝いできたらと思っておりま
す。 皆様のご協力をお願いいたします。

磯田晶子さん
　今年度、育成会副会長をさせていだくことになりました磯田
晶子と申します。
 育成会役員は、今ボーイ隊3年目の息子が、ビーバー、カブ
の時代に経験いたしましたが、育成会員皆様のお顔ぶれがど
んどん変わり、新人の気持ちになって少し緊張しております。
  育成会員、つまりスカウトの保護者の皆様も5団のメンバー
であるという気持ちを高めることができるような、そんな働き
かけができる育成会お世話方でありたい、と思っています。 
何かありましたらお気軽にお声をお寄せください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

《団委員》　　　団委員　　　花俣　裕二　　　　澤　武雄　　　　　横山　寿美夫　　
　　　　　　　　　　　　　高柳　彰男　　　　山田　裕紀　　　　保科　千鶴子

《各隊隊長》　　  ビーバー隊　　　　　　保科　潔
　　　　　　　　カブ隊　　　　　　　  土屋　彰男
　　　　　　　　ボーイ隊　　　　　　　山田　琢磨
　　　　　　　　ベンチャー隊　　　　　飯田　雅則
　　　　　　　　ローバー隊　　　　　　金子　大介

平成26年度　定例育成会総会・報告　　　
花俣団委員長より
◎ 上進時期が4月に変更
　　　　例）ビーバー　年長→小学校1年生
◎ 制服が来年の秋から変わります（ボーイ隊以上は同じ）。
◎ 来年は世界ジャンボリーが開催。5団から7名参加。
◎ 5団の65周年の記念行事あり。
◎ 三分割していたテント料の支払いが来期で完了。
◎ 来期の予算額は19ヵ月分となる。
◎ スカウト在籍数が現在61名、世田谷においては18団ある内61名を超えるのは3団のみで
　　　　表彰を受けた。今後も60名以上のスカウトの在籍数を保ちたい。
◎ 「さくら」を半年後にはHPに公開する方向で進めている。（誌面希望の方はそのまま継続も可）。

トピックス
◎ 学年ごとの名簿を作ったらどうか。
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