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１月 1 １日 ビーバー隊＆カブ隊
新年子どもまつり
ビーバー隊
ビーバー隊 隊長 保科潔
１月１１日(日) ビーバー隊は、新年こどもまつりに参加
しました。九品仏交番裏に集合し電車で世田谷区役所に行
きました。ビーバースカウトに１番人気は、ターザンロ
ープ次は雪の滑り台でした。お昼ご飯は、隣りの若林公
園で食べました。スカウトはすごく元気で解散後、妖怪
ウォッチのようかい体操第一を踊ってくれました。今年
も楽しく遊びましょう！

カブ隊
企画担当副長 畑崎祐子
副長になってはじめて立てた企画。企画をひねり出す
のに数週間、下見に 3回。でも「銘木を見に行く」という
帰りのハイクのテーマ、子どもたちには渋いかなあ…と
フタを開けるまでずっと心配でした。ところが案外「〇〇
の木は入ってる？」「××っていう木なら学校にもあるよ」
などと、行きのバスの中でやる気を見せてくれるスカウ
トたち。要は、地図を読んで、組ごとで回って、少しでも
他の組より早く目的達成、という仕掛けが、男子のこころ
をくすぐるんですね。途中の名物「元気玉」に大喜びする
所など、毎回「かわいいとこあるね」と思います。
都会でも自然とかかわるチャンスがあるということを
感じてもらえたら、というプログラムでした。ぜひご家
族でも続きをたのしんでみてくださいね。
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4 組 DL 長井朗子
2015 年の幕開けとなる最初の活動は、「新年こどもまつ
り」と「世田谷名木百選」巡りでした。
自分自身にとっては、DL としての初めての屋外活動でし
たので、安全第一で楽しめることができるか内心ドキドキ
しながら、5 分毎に人数確認をしていました（笑）
前半の新年こどもまつりでは、ベーゴマ、皿回し、けん玉
等、昔ながらの遊びを体験したり、木工工芸コーナーで本
棚を作り、手先を使って目を輝かせて楽しむカブ達の姿に
子供らしさを感じ、とても微笑ましく思いました。昼食後
は、組ごとにクジ引きで決められたコースをそれぞれ巡
る「世田谷名木百選」。4 組は「アカマツ→ボダイジュ→
ケンポナシ」の 3 箇所をゆっくり 3時間半をかけて徒歩で
廻りました（翌日は筋肉痛でした。笑）” 大樹名木 ” を ” た
いきめいき ” ではなく ” たいじゅめいぼく ” と読む事や木
の特徴や存在感を皆で語ってみたり、充実した時間を過ご
す事ができ有意義でした。

3 組うさぎ
今日のハイクで 3 組は、一番さい後の木をさがすのに時
間がかかりました。前回のハイクでもさい後のものが見
つからなく、さい下位でした。次のハイクでは、さい下
位にならないようにしたいです。

4 組うさぎ
ぼくは、いままでで一番つかれたけれど、こころにの
こることがたくさんありました。まず、名木百せんをみ
つけることです。３しゅるいもみつけました。そのつぎ
にこころにのこったことは、せたがやこどもまつりの木
のこうさくです。本だながじょうずにできてよかったで
す。また行きたいです。

カブ隊
１月２１日

凧つくり＆凧揚げ

企画担当副長神田雅代
いつもたこあげは天気の心配からはじまります。晴れ具
合よりも風の心配です。風が強すぎす、弱すぎず、ちょう
どいい風が吹いてくれるかの心配です。去年はまさかの
大雪で、たこあげよりも雪遊びの記憶が残ります。
今年はというと、これ以上ないほどのベストコンディ
ション！これであがらなかったら、たこの作り方がかな
り下手というしかないよと、プレッシャーをかけました。
やってみると、あがるわ！あがるわ！手づくりたこに
してから最高の、見事なたこあげになりました。タコ糸
は 80 メートル（子ども用のタコ糸は普通 30m）あるので
すが、全部だし切るスカウトが続出。いつものようにむ
やみに走ることもなく、多摩川の青空にたくさんのたこ
が泳ぎました。ビニール袋から 2時間かけて作ったオリ
ジナルな自分のたこが、高く高くあがり、スカウトは大満
足。
ところが 100 点満点とはならないこともあります。思
うようにあがってくれないたこ（作り方が雑なせい）あが
りすぎてタコ糸がらはずれて玉堤通りにとんでいってし
まったたこ（結び目が弱かった）もあります。また、友だ
ちのたことからまって落下したり、長いタコ糸の始末が

できず、ぐちゃぐちゃになってしまったりと残念なこと
もあります。でも、仲間やリーダーと協力して、工夫して
復旧にたどりつくなど、スカウトのがんばりがみられま
した。
この企画の一番の肝は、スカウトの「改善努力」と「根
気」を養うことができるということです。
それをやり遂げてくれたスカウトの笑顔がステキでした。
デザイン賞は、玉井君、畑崎くんが同点一位、続いて太田
くん。一番とんだで賞は丸山君がとりました。

1 組 DL 本間千香
今年は凧作りと凧上げの 1日の活動でした。午前中は尾山
台小学校で 凧を作り テーマを決めて凧に絵を描き コン
テストをしました。1 組のスカウトたちは羊をテーマに
し いろいろな羊を描きました。組長代理になった 玉井く
んが代表に選ばれて 嬉しかったですね。他の組も素敵な
凧に仕上がっていました。
その凧を持って 多摩川まで歩いて行きました。天気は
快晴‼︎ 朝とは違い ポカポカでハイク日和。しかし、風が
ない… 不安にかられながら 多摩川へ向かいました。
多摩川に近づくにつれて 少しずつ体に風を感じ リーダー、
スカウトたちに笑顔が出て 足取りも早くなってきました。
まず、腹ごしらえ。カブ弁を組ごとに分かれて 食べました。
「富士山を見ながら食べよー」と声をかけ 場所を決めるス
カウトたち 早く凧を上げたくて カブ弁を急いで食べるス
カウト 見ていて可愛かったです。
集合時間になり 各自凧を上げだしました。
初めて凧上げをするスカウトもいて その補助にリーダ
ーたちは走り回ります。風が吹いたり 止んだりと自然を
感じながら 約2時間 凧上げをしました。なかなか、上手
くできないスカウトたちもいて 途中凧上げじゃない遊び
を始めたりしていましたが最後にはみんな 満足に上げる
ことができ リーダーも凧糸解きに頑張った甲斐がありま
した。
凧上げは楽しいのですが 凧糸を巻くことに疲れたスカ
ウトは「電動があれば いいのに〜」「リーダー交代〜」と
ゆってました。
みんなで協力した凧上げでまたまた 各組が団結したん
じゃないかと思います。
昔遊びは本当にいい遊びです。来年もとても楽しみです
ね。

2 組くま
僕は凧上げは初めてだったので、うまく作れるのかわ
からなかったけど、凧上げをしてみるとすっごく良く飛
んだのでびっくりしました。
途中で他の凧と絡まっちゃって、「もうこれはダメだ！」
と思いました。だけどデンリーダーの人が直してくれて、
飛ばしてみると全然問題なくて、良かったです。
僕は「いっぱい飛んだ！」と思ったら隊長さんが一番でち
ょっとくやしかったです。でもうまく飛べて良かったで
す！

1 組うさぎ
熱心に集中してたこを作ったので、上手に出来上がりま
した。
たこあげは、最初はなかなかあがらなかったけど、デン
リーダーが手伝ってくれて、高くあがるようになりまし
た。途中で糸がからまったりしたけど、デンリーダーが
ほどいてくれました。今日はとても楽しかったです。

BS 隊
1/10~12 BS 隊 スキー訓練 @ 栂池高原
BS隊 オットセイ班
ぼくは BS隊のスキー訓練キャンプに参加しました。
ぼくにとって初めての雪山でのスキーで、迫力があり
ました。１日目はふぶきだったのですべりにくかった
です。ぼくが驚いたのは、雪が降っている中で雷が鳴
ったことです。２日目はとても晴れてすべりやすかっ
たです。景色もとても良かったです。山田隊長や三園
CS 副長やいろいろな方の指導を受けて二日間でスキ
ーが少しうまくなりました。ありがとうこざいまし
た。また行きたいです。

BS隊 トナカイ班
1/10-1/12 まで、スキー合宿がありました。予定
では１０日の夜９時集合で、夜出発なのが少し心配だ
ったけど、ほとんど初めてのスキーは楽しみでした。
スキー場は長野県の栂池高原にあり、敷地がすごく
広くて、景色がきれいな気持ち良い所でした。でも１
日目が大雪で、景色が見えないし、リフトや滑ってい
る間、顔に雪が当たって冷たく、服の色々な部分が凍
って滑りにくかったです。でもここの雪はサラッサ
ラで、滑ると「キュッキュッ」という音が鳴って、い
い雪でした。
２日目は晴れて、１日目の大雪のおかげで雪が新雪
になって、滑りやすくなりました。１日目かなり練習
をして上手くなったので、初心者用のゲレンデから、
頂上の林間コース（初級コース）にゴンドラで移動し
ました。しかし林間コースは閉鎖されていたので、中
級コースで下りることになってしまいました。中級コ
ースはさすがに難しく、坂がとっても急で何度も転び
ました。１番の難所は中間位の坂で、そこの坂にくら
べたら他の坂なんて簡単に感じました。滑っていると
きはきんちょうしたけど、滑り終えたらスッキリし
て上達したり、滑るのが気持ち良くてとっても楽しか
ったので、また必ず行きたいです。

BS隊トナカイ班
僕達ボーイ隊はスキー訓練キャンプで栂池高原ス
キー場に行きました。三園CS 副長や BS リーダーに
教わって、去年に比べ自分なりに上達し、頂上からも
滑れるようになったし、B 級も取る事ができて嬉しか
ったです。むしろ百人一首のテスト勉強の方が難しか
ったです。( 次の日に学校でテストだったので…！ )
どうもありがとうこざいました。

BS隊 カモメ班
1/10～12 スキー訓練に行ってきました。1日目は
午後 9時に集合し、新宿からバスで長野県まで１日ご
えの移動となりました。宿に着いたのが朝7時。それ
からスキーをすべりに行きましたが、ぼくはリフト
にも乗れず、副長の助けがないと斜面を降りられない
上に、昼食後はスキー板がなくなってしまう始末。見
つかりましたがそれで 2日目終了。
そして 3日目、三園さんに教えてもらいなんとか中
級者コースに行きましたが、すべりきるのに 1時間か
かってしまいました。でも、今回のスキーでチョッ
トすべれるようになったので、来年もすべりたいです。

２月

活動予定

ビーバー隊

● ２月８日
（日）
隊集会 ゲーム大会 ［節分］ 4団ビーバー隊と合同
★集合＝９：００ 等々力駅玉川総合支所前
制服正帽
（深沢区民センター大ホールへ移動します）
★解散＝１２：３０ 等々力駅玉川総合支所前
★持ち物＝制服正帽＋防寒着着衣 ( 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
● ２月２２日
（日）
隊集会 ハイキング ［生田緑地］
★集合＝９：００ 九品仏交番裏
制服正帽
★解散＝１４：３０ 九品仏交番裏
（生田緑地へ移動します）
★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、手袋
☂ 雨天の場合は見学施設に行きます。
※ ２月２２日に予定されていたBP 祭は３月１日に変更に
なります。

カブ隊
● ２月８日
（日）
隊集会 ハイク 二ヵ領用水 登戸～二子玉川 17㎞
★集合＝９：００ 二子玉川駅改札前
★解散＝１６：３０ 同上
正帽 上 - 制服、下 - 長ズボン 防寒着着用
★持ち物＝7つ道具、水筒、カブ弁当
☂ 雨のとき
★集合＝９：３０ 尾山台小学校北口通用門(オープンスペ
ース)
★解散＝１１：３０ 同上
制服正帽
★持ち物＝7つ道具、水筒
● ３月１日
（日）
隊集会 団行事BP 祭とスケート
（新横浜スケートセンター）
★集合＝９：００ 奥沢区民センター( 奥沢駅前)
★解散＝１６：３０ 九品仏交番裏
制服正帽
★持ち物＝7つ道具、水筒、カブ弁当、長ズボン、手袋、ヘル
メット又はニット帽など
○夏季舎営下見 ２ / １ (日) ７：００集合
○リーダー会議 ２ / ２１ ( 土 ) １９：００ 奥沢地区会館
③

ボーイ隊
● ２月７日
（土）
勉強会
★集合＝１９：００ 尾山台地区会館
★解散＝２０：３０ 尾山台地区会館
途中入退室可、居残り可
私服、ネッカチーフは必ず着用
★持ち物＝筆記用具、7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
● ２月８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。
● ２月２８日
（土）
星座観望会 @ 国立天文台
★集合＝１４：００ 尾山台駅
★解散＝２２：００ 尾山台駅
制服正帽、タスキ、班旗
★持ち物＝7つ道具、作業帽、弁当、防寒着
＊予約が必要なため事前に出欠をとります。
● ３月１日
（日）
BP 祭
★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、スタンツの道具

会議報告

会議予定

◉育成会役員会 1月19日(月)
自由が丘ロベックスジュース
◉団会議・団委員会 1月23日
（金）20：00～
奥沢地区会館第1 会議室
★ 副育成会長より 活動費の集金について・・・
集金に関する事務処理で育成会が担うべき部
分は？
★ ホームステイのホストファミリー確認
★ 確認事項： 地区面談 2月8日 18：00～
奥沢地区会館
もちつき 3月8日
★ BP 際： 2月22日 → 3月1日 に変 更に
なりました
9：00 集合 奥沢区民センター（第1 会議室）

◉ 2月16日(月) 育成会役員会
自由が丘ロベックスジュース
◉ 2月20日( 金 ) 団会議・団委員会
20：00～ 奥沢地区会館第2 会議室
◉ 2月25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

バザー報告（育成会より）
1月17日九品仏境内にて「 ボーイスカウト世田谷 5団育成会」として九品仏餅つき大
会に参加しました。皆様のご協力によりバザーを行い、47,870円の売り上げとなりまし
た。 この売り上げは団の資金となり、スカウト達のために使われます。
今回は食品、ファンシー文具、おもちゃがよく売れました。
来年も参加する予定ですので、ご協力お願いします。

・『さくら』電子版移行のお知らせ

重要なお知らせ

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。

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。

アドレス ： http://setagaya5.boy.jp/sakura/
パスワード ：

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。

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。

どうしても電子版が見られない等、電子版

※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。
3月号までは『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。

では支障がある方は、広報山田
までご連絡下さい。

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。

