発行／ボーイスカウト世田谷第５団広報部

11 月 9 日 カントリーデー
ビーバー隊
ビーバー隊

隊長 保科潔
１１月９日(日) ビーバー隊は、団行事
カントリーデーに参加しました。玉川総
合支所前から多摩川河川敷まで清掃奉仕の
予定でしたが、雨の為世田谷２４６ハー
フマラソン応援と上野毛地区会館までの
清掃奉仕となりました。ビーバースカウ
トの応援は、ランナーの皆様に大好評で
した。残った時間公園で遊びました。

カブ隊

3 組 DL 太田雄介

カントリーデー。自分たちの国、住む街をき
れいに！という日なのですが、実は「缶取り～
DAY」というダジャレも入っているということ
を、ボーイ隊に所属している長男から前日に
聞いて驚きました（笑）。そんなことはさておき、
年に一回のカントリーデーは5団全体の行事
で、久しぶりの屋外での全員集合でした。

くこのコースは、本当に掃除が行き届いてい
て拾えるゴミもわずかです。去年は結構大物
を拾うスカウトを見かけましたが、今年はビニ
ールやタバコの吸殻が主な収穫でした。

上野毛に着いたら部屋で歌やダンス、ロー
プワークの練習をしました。ロープは僕も機
会があるたびに練習して、そのときは覚えた
つもりになるのですが、大人になってからの
あいにくの雨のため、多摩川の河川敷をゴ
学習はなかなか身につかないもので、毎回覚
ールにゴミ拾いを行うのは断念して、急遽、 えなおしです。この日はボーイ隊のお兄さん
世田谷ハーフマラソンの応援～移動しながら
たちがカブ隊の班に2人ずつ付いて監修して
のミニゴミ拾い～上野毛地区会館での屋内
くれていたのですが、さすが、彼らはしっかり
プログラム、という流れに変更になりました。 覚えていて頼もしかったです。
目黒通り沿いを走るランナーたちをしばし
応援し、早々にゴミ拾いへ。ところが、多摩川
までのコースよりも閑静な住宅街を抜けてい

外に出ると、朝の大雨が嘘のように日が差
してきていて、等々力までの帰り道は汗ばむ
ほどでした。

Dec. 2014

3 組 しか

4 組 しか

11月9日はカントリーデーでした。カン
トリーデーというのは、外のゴミをひろ
う日です。
ぼくは、さいしょはあまりひろえません
でした。なぜなら、みんなに先をこされ
てしまったからです。
でも、さいごの方にはスーパーのふくろ
ひとつ分はひろえたのでよかったです。
とくにたばこがたくさん落ちていたので、
大人になってもぜったいにすいたくない
と思いました。

今日はボーイスカウトでとてもつかれまし
た。なぜかと言うと ゴミひろいで何十個もひ
ろったからです。 でもうれしかったこともあ
りました。それは、この町がきれいになったこ
とです。町がきれいになるときんじょの人もす
みやすいし、地球かんきょうにもいいからです。
でも、本当は、いろんな人が道などにゴミをす
てないで、それぞれの家のゴミばこにすてれ
ば ぼくたちボーイスカウトは、ゴミひろいをし
ないで もっと人をたすけるべん強ができる
と思いました。

ビーバー隊
10 月 26 日

ストロー笛づくり

ビーバー隊

隊長 保科潔
１０月２６日(日) ビーバー隊は、奥沢地
区会館で、ストロー笛を作りました。樹脂製ス
トローの先端を指でしごいて平らにし、ハサミ
で山形に切ります。画用紙を円に切り、中心ま
で切り込みを入れ、円錐状にしてのり付けし、
ストローを差し込みセロハンテープで止めた
ら完成です。最初ビーバースカウトは、音が
出ませんでしたが、リーダーの指導で全員、
音が出ました。花はかおるよ(連盟歌) と光の
路をリーダーと一緒に合奏しました。残った
時間で、ダルマさんが転んだをしました。

カブ隊
11 月 16 日

プログラム担当 副長 保科哲也

てくたくハイク

晩秋 青空の下新しい仲間、丸山君の入隊
式が行われました。その後今回のてくたくハイ
クのルール説明がありました。てくたくぶっく
を見ながら40ヶ所を制限時間まで回るポイン
ト制です。組長によるくじ引きで指定する4ヶ
所の必須ヶ所のうち各組 1ヶ所を決めます。
遠い所で出発点の玉川総合支所から 2 キロ
離れています。広域てくたくです。その他のヶ
所2点 各組の参加者ひとりにつき1点 制限
時間に遅れること1分につきマイナス1点で
す。各組相談の後出発して行きます。私はパ
ト車と称して自転車で各組の後を追いました。
スカウト各自が力を合わせて石標を捜してい
ました。楓の落ち葉を持つうさぎスカウトもい
て小さい秋も見つけたようです。写真を撮り
終えた三園副長が本部に戻って各組に付い
た副長に携帯で連絡しています。これは
接戦になりそうですよ！と私に教えてく
れました。各組制限時間ギリギリに戻っ
てきます。1 位は 15ヶ所を回った 1 組 2
位は同じ 13ヶ所ながら参加人数がひとり
多い 4 組 が 1 ポ イ ン ト 差 で 2 位 3 位 2 組
4 位 3 組です。詳しくはカブ隊ホームペー
ジでご確認ください。

4 組 DL 本間 千香
11月16日 お天気 快晴。活動内容は新
規開拓 等々力コースのてくたくハイクで
した。やはり、新しいコースはとても新
鮮で また、私の住んでいる地域とあって
新たな発見！勉強にとてもなりました。

てくたくは少しずつ地図が読めるよう
になったり 拓本を取るときのスカウト同
士の協力であったり 次の目的地までのル
ートを相談したりと スカウトたちのいろ
いろな顔が見ながら 楽しくまわらせて
いただきました。2時間のハイクですが
スカウトたちにとっては内容が濃かった
と思いますね！今回はポイント制だった
ので たどり着くまでにどれだけのポイン
トがつくのか 計算する力が必要になって
ました。
まだまだ 等々力コースはあるので 次回
のてくたくがとても 楽しみですね！

2 組 うさぎ
今日、てくたくハイクで3いでよかったです。
1 いになりたかったです。

1 組 うさぎ
走ったり転んだり、沢山歩いて疲れたけど、
一位になれて嬉かったです。
色々な所をまわれて面白かったです。

BS 隊
10 月 26 日

隊集会 10km シティハイク

BS隊 カモメ班
今回のハイキングの目的は「 10 キロ程
度のハイクを行い体力向上に努める」で、
今回はそれが達成できたと思います。な
ぜなら最近は山に登ったり、ハイキング
をしたりしていなかったので足が棒のよ
うになってしまいましたが、最後まで終
えることができたからです。僕はハイキ
ングをする前に「３０キロオーバーナイ

トハイクも意外に完歩できたのだからそ
の３分の１の10キロなど楽だ」と言ってしま
ったのですが、それは全く違っていました。僕
は今の自分の限界に気づいていませんでした。
なので今回は僕にとっては「ウォーミングアッ
プ」で、本番は次回のキャンプで山登りやハ
イクがあるのであればそのプログラムを成し
遂げられるようにしたいです。

11 月 1～3 日 秋季キャンプ
『新スカウト歓迎』@ 地蔵山
BS隊 オットセイ班
今回は、新スカウトにとって初めてのキャン
プでしたが全員しっかりとしていたので驚き
ました。また、自分も最初の方は新スカウトと
の接し方に戸惑いましたが最後は新スカウト
とうまく交流することもできたので良かったか
なと思っています。そして、次回からは今回あ
まり意識することができなかった時間を意識
したいです。

BS隊 トナカイ班
今回のキャンプでは、色々大変な所がありま
した。
一つ目は、初日なのに雨が降ってきた事
です。二つ目は朝、何回か起きたのに何故
か寝坊してしまった事です。
でも、前のキャンプよりは火も付きや
すかったし水とかもとてもきれいだった
のでとても楽しかったです。
あと、初めて班長をやって、班長がど
んなにつらいかとてもよくわかりました。
でも、いい経験になったのでよかったで
す。

BS隊 カモメ班
今回のキャンプで楽しかったのは、イ
ンディアンかくれんぼと、ＢＢＱです。
他の活動も楽しかったのですが、この
２つは特に楽しかったです。
僕は、インディアンかくれんぼで、オ
二にばれずに、オニから１２歩離れた所
まで行くことができました。
ＢＢＱでは、肉をいっぱいたべました。
一番印象に残ったのは、キャンプサイ
トの近くから見た夜景です。
今年行った高尾山ハイクと同じくらい
きれいでした。
僕は２年目なので、後輩スカウトに色々
な事を教えることができました。今回の
キャンプも楽しかったです

BS隊 トナカイ班
ぼくにとってボーイ隊では初めてのキ
ャンプを八王子の地蔵山にあるキャンプ
場でやりました。しかし１日目は雨で、テ
ントの設営がとても大変でした。次の日
の朝は６時に起きてカンガルートースト
を班のみんなで火をたく所から作ったの
で、とてもボーイスカウトっぽかったで
す。
２日目の昼食は、隊長の手作りカレーで
とっても美味しかったです。でも、昼食
の前に行ったゲームでトナカイ班が負け
たので、辛いカレーを食べさせられまし
た。
夜にインディアンかくれんぼをやりま
した。匍匐前進で進んで、木などに隠れて、
見つからなかったらホッとするし、スリ
ルがあってとても面白いゲームでした。
でも、それとは逆に、絶対隠れているの
が分かるのに、場所を当てられないとム
ッとします。
このキャンプで１番大変だったのは、
行き帰りの荷物運びです。荷物がとても
重くて肩と足がとっても疲れているのに
電車で立っていたことです。
カブでは、ごはんは作ってくれるし小
屋に泊まるから遊ぶだけだけど、ボーイ
隊ではごはんもテントも全部自分達で作
るから、大変でもあったけど、とっても
楽しかったです。

VS 隊 50Km オーバーナイトハイク
ベンチャー隊

僕は11月8～9日に行われた50㎞オーバー
ナイトハイクに参加しました。挑戦したいと思
って申し込んだものの、受験生でもあり、準備
不足で、当日になると不安に襲われました。そ
れでも勇気を振りしぼって出発しました。10
㎞過ぎたあたりから足が重たくなってきたり、
何度もつらくなったりしました。けれども、下
見をしっかりしてきた横山君と岡田君のおか
げで完歩することができました。自分なりに
「やったぜ！」と思ったのと同時に、仲間のあり
がたさを強く感じました。来年は準備をしっか
りしたいと思います。ボーイスカウト世田谷地
区のリーダーの皆さん、本当にありがとうごさ
いました。

ベンチャー隊

今年は去年と違い、世田谷区をぐるぐると
いう分かりやすいコースだった、去年と違っ
てしっかり下準備をしたため迷わずに歩けた
のが完歩できた主な要因だと思います。まあ
ほぼビリに近いような成績ではありましたが、
目標だった完歩はきっちりできたので満足で
す！
蛇足ですが、5団が担当していた CP4
が一番派手でした。なんか目がチカチカ
しました…。

12 月
ビーバー隊

● １２月７日
（日）
隊集会 クリスマス会準備
★集合＝９：００ 九品仏交番裏
制服正帽
（奥沢地区会館へ移動します）
★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！)､
雨具、ビーバーノート、水筒、筆記用具、ハンカチ、ポケットテ
ィッシュ

活動予定
● １２月２１日
（日）
合同クリスマス会
★集合＝９：００ 尾山台小学校北口通用門
（オープンスペースへ移動します）
★解散＝１２：００ 尾山台小学校北口通用門
★持ち物＝交換用プレゼント
（500円程度のもの、飲食物は
×）
制服正帽着衣（特にネッチを忘れずに！）
、
雨具、ビーバーノート、水筒、筆記用具、ハンカチ、ポケットテ
ィッシュ、上ばき

カブ隊

ボーイ隊

● １２月７日
（日）
● １２月７日
（日）
組集会 クリスマス会準備
BSラリー@ 砧公園
★集合＝９：３０
★集合＝８：００ 尾山台駅
尾山台小学校北口通用門(ランチルーム)
★解散＝１６：００ 尾山台駅
★解散＝１２：００ 同上
制服正帽、タスキ、班旗
制服正帽
★持ち物＝七つ道具、弁当、ハサミ、牛乳パック、割りばし、
★持ち物＝7つ道具、水筒、はさみ、レジの袋 (中)、クレヨン、 手旗
うわばき
＊手旗は持っているスカウトのみ。
● １２月２１日
（日）
＊ロープ、シルバコンパスを忘れないように。
隊集会 クリスマス会
● １２月２０日
（土）
★集合＝９：００
勉強会 ( 仮 )
尾山台小学校北口通用門(オープンスペース)
★集合＝１９：３０ 尾山台地区会館
★解散＝１２：００ 同上
★解散＝２１：００ 尾山台地区会館
制服正帽
私服可 ネッカチーフは必ず着用
★持ち物＝7つ道具、水筒、作ったツリー、交換プレゼント ★持ち物＝筆記用具、七つ道具
(500円程度、食べ物は×)、うわばき
ボーイスカウト或いは学業に関する勉強道具と資料
○ リーダー会議 １２ / ２０ ( 土 ) １９：００
● １２月２１日
（日）
奥沢地区会館③
隊集会 @ 多摩川河川敷
なお、カブ隊保護者会、懇親会を１ / ２５ (日)の１５：００、 ★集合＝９：００ 多摩川河川敷
１７：００から行います
★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
◉育成会役員会
11月17日
（月）10:00～
自由が丘ロベックスジュース

◉広報委員会（さくらの電子化に向けての話し合い）
11月30日
（日）10:00～ 奥沢地区会館第３会議室

◉団会議・団委員会
11月20日
（木）20:00～
奥沢地区会館第２会議室
★ 1月から登録業務が始まります
★ 指導者研修歴について
★ 23WSJ(世界ジャンボリー)に参加の海外からの
スカウトのホームステイ受け入れ先募集ージャンボリ
ー期間（7/28～8/4）前後
★「活動費の集金」について・・・集金月のさくらには
必ずお知らせを載せる
→ 団委員長より育成会員全員に「集金のお知ら
せ」メールを送る

会議予定
◉ 12月15日
（月） 育成会役員会 10:00～
ロベックスジュース
◉ 12月26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

育成会からお知らせ
★ 今月は活動費の振り込み月です。
下記の通り12/1～12/10に手続きをお願いいたします。
★ 1月17日
（土）
、九品仏新春餅つき大会に、今年もバザー参加いたします。
献品と、販売のお手伝いにご協力ください。
詳細は、別紙「ボーイスカウト世田谷 5団バザーのお知らせ」をご覧ください。

ボーイスカウト世田谷第５団
保護者各位
いつも当団の活動にご理解を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、１２月は集金月に当たりますので、活動費／登録費のお振込を宜しくお願い
致します。
12月10日までにお手続き完了くださいますようお願い申し上げます。
【12月集金】
（12月～2月分）
ビーバー隊

16,100円

カブ隊

16,100円

ボーイ隊

16,100円

ベンチャー隊 14,900円
ローバー隊

12,200円

【振込先】
ゆうちょ銀行
〇〇八 ９４８２１９２
「ボーイスカウト世田谷５団育成会 ホンナ アケミ」
＊＊＊＊9～11月分のお振込をされていない方は＊＊＊＊
ビーバー隊、カブ隊、ボーイ隊共10,500円をお振込下さい。
（今年、カブからボー
イに上進したスカウトは、プラス1,200円です。
（ネッカチーフ代）
）
ベンチャー隊は9,300円、ローバー隊は6,600円です。
ボーイスカウト世田谷第5団
団委員長花俣裕二

