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2 月８日 ビーバー隊
ゲーム大会
ビーバー隊

隊長 保科潔
２月８日(日) ビーバー隊は、４団ビーバ
ー隊と合同で深沢区民センター大ホール
を使ってゲーム大会【節分】を行いました。
ドッチボールをしたり、工作 ( ゆらゆら鬼
を作りました ) で遊んだり、 懐中電灯を使
った鬼ごっこ、都道府県ジグソーパズル
等盛りだくさんでした。４団工藤隊長、
ありがとうございました。

Mar.2015

１月２５日

富士山を見るハイキング

ビーバー隊

隊長 保科潔
１月２５日(日) ビーバー隊は、等々力
駅玉川総合支所を出発、等々力渓谷から多
摩川河川敷に行き、富士山を双眼鏡で観
察、河原で石を使ったゲームして遊びま
した 。ゴールの野毛町公園ディキャンプ
場で熱い野菜スープと美味しいホットド
ッグを食べました。スカウトは沢山食べ
て大満足でした。
> 天堂副長、ハムの差し入れありがとう
ございました。

カブ隊
２月８日
プログラム担当 副長 河西

雨プロ

歌、ロープワーク

淳

２月８日は「長ハイク」として、登戸か
らニカ領用水を歩いて、多摩川の河原で
「石切り大会」を開く予定でしたが、午後
からの降水確率 80% という事で、尾山台
小学校オープンスペースでの雨天プログ
ラムとなりました。
まずは歌。
「アチャパチャノーチャ」と
いう歌は舟をこいで魚を釣る歌ですが、
釣った魚を包丁で頭を切り落として海に
ポイっと投げ捨てる動作をしながら歌い
ます。定番の歌でスカウトのみんなもお
なじみの歌なんですが、よくよく見たら、
頭の捨てずに胴体の方を捨ててしまった
り、魚はそのまま包丁を投げ捨てている
スカウトだらけでした。
歌の次はロープ。今回は「巻き結び」で
す。しかり巻きつけてバッテンを作り、
そのバッテンの下を通してグイっと引っ
張れば出来上がり。引っ張れば引っ張るほ

どしっかり固定される結び方です。全員
で練習してから、各組で代表選手を選ん
で組対抗で早さと強さを競いました。栄
えある「巻き結びチャンピオン」は１組
組長の原達也君でした。
その後はゲーム大会。
時間当てクイズでしっかり頭を使った
後は、大ハンカチ落とし大会。なぜか一
番走らされていたのはパトリツィア副長
でした。みんなついついハンカチを置き
た く な る 背 中 だ っ た ん で し ょ う。
（失
礼！）ハイクに行けなかったのは残念で
したが、室内で思いっきり体を動かした
半日でした。
なお、ハイク＆石きり大会は近々に開
催しますので、乞うご期待。

3 組 DL
1 年ぶりの長ハイクということで、数日
前から通勤中に少し多めに歩いてみたり
と、個人的な準備をしていたのですが、
お昼前後にはまとまった雨が降るという
天気予報が出たため、尾山台小での室内活
動になってしまいました。残念…。
室内では、歌の練習、ロープワーク、
30 秒（ 60 秒）カウントゲーム、ハンカ
チ落としなどをしました。
朝の会では「連盟歌」を歌うことが多い
のですが、今日の会では久しぶりに「光の
路」を歌いました。そして、その声の小
さかったこと。音程もみんな、かなり探
り探りな感じだったので、そのあとの歌
の練習ではさっそく「光の路」を歌いまし
た。次の朝の会ではもうちょっと大きな
声で歌えるかな？？
ロープワークは組対抗形式だったので
盛り上がったし、各自が目をつぶったまま
30 秒カウントして、実際の 30 秒間に一
番近いのは誰かを競うゲームは、ビデオ
審査で判定するほどの伯仲戦になりまし
た。なかでも最後にやったハンカチ落と
しは大変な盛り上がりで、みんながもの
すごいスピードで駆け回っていました。
最後の罰ゲームは、過半数の人が便所入
りしてその対象になってしまったので、
みんなで仲良く尻文字を書きました。免
れた人から見たらすごい光景だったでし
ょうね。
長ハイク、多摩川で石切りができなか
ったのは残念でしたが、楽しい雨プログ
ラムになりました。

3 組 くま
ぼくはハンカチ落としが一番面白かっ
たです。最初ハンカチに気づかず、真ん
中（便所）に行ってしまいました。すぐに
助けてもらったのに、また危うく便所行
きになりそうでしたが、気づいたので鬼
になるだけですみました。ぼくはめちゃ
くちゃハンカチ落としが下手ですが、土
屋隊長はめちゃくちゃ上手だったのでび
っくりしました。
ロープ結びでは二位になってくやしか
ったです。次は一位になりたいです。

4 組 くま
今日は、ハンカチ落としが一番楽しか
ったです。特に、鬼になって相手を便所
行きにさせるのが、おもしろかったです。
でも、みんな足が速かったので、便所行
きにするのは難しかったです。また、や
りたいです。

BS 隊
スキー訓練キャンプ (1/10～12)
BS隊 カモメ班
今回のスキー訓練も、夜集合して栂池
スキー場まで行きました。
去年もスキー訓練に行きましたが、1 年
ぶりだったので不安でした。

隊集会 (2/8)

が、いがいと滑れたので、良かったです。
中級コースでは、いっぱいこけたけど、
去年よりは上達しました。雪合戦や、レ
ースも良い思い出になりました。また来
年も行きたいです。

3月

活動予定

ビーバー隊

● ３月１日
（日）
団行事 ＢＰ祭
★集合＝９：００ 奥沢区民センター
制服正帽
★解散＝１２：００ 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、雨具、水筒、筆記用具、ハン
カチ、ポケットティッシュ
● ３月８日
（日）
団行事 おもちつき
★集合＝９：３０ 等々力駅玉川総合支所前
制服正帽
（野毛青年の家へ移動します）
★解散＝１２：３０ 野毛青年の家
★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、
防寒着、軍手、食器武器（お皿とお椀とお箸）

カブ隊
● 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)
１１：００までBP 祭 その後電車で新横浜に移動し
てスケート
★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、あれ
ばヘルメットなければニット帽など
● ３月８日
（日）
隊集会 団行事 もちつき大会 野毛青年の家
★集合＝９：３０ 等々力駅玉川総合支所前
★解散＝１２：１５ 野毛青年の家（１２：３０ 等々力駅 )
制服正帽
★持ち物＝7つ道具、水筒、武器食器
● ３月２２日
（日）
隊集会 ハイク 二ヵ領用水 登戸～二子玉川 7㎞
★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 上野毛地区会館①
★解散＝１１：３０ 同上
制服正帽
★持ち物＝7つ道具、水筒
○リーダー会議 ３ / ２１ ( 土 ) １９：００ 奥沢地区会館③

ボーイ隊
● 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
● ３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
● ３月８日
（日）
餅つき@ 青年の家
★集合＝９：００ 青年の家
★解散＝１４：００ 青年の家
制服正帽、タスキ、班旗
★持ち物＝7つ道具、作業帽、食器武器
● ３月８日
（日）
SWTC(シルバーウルフトレーニングキャンプ )事前隊集会
＊対象スカウトのみ(2 級以上の中学生 )
★集合＝１５：００ 赤堤教会
★解散＝１７：００ 赤堤教会
＊餅つきに参加後、隊長引率で移動
● ３月２１日
（土）- ２２日
（日）
SWTC@ ひよどり山キャンプ場
細部しおり参照
● ３月２８日
（土）- ３０日
（月）
班キャンプ @ 若洲海浜公園
細部班の計画による
● ３月２９日
（日）
WSJ 結隊式 @ 代沢小学校
細部後日連絡
＊ジャンボリー参加スカウトのみ
＊隊長引率

もちつきお手伝い募集！
スカウトたちがついたお餅を育成会保護者のみなさんで、いそべ、おろし、あんこなどの
味つけをします。つきましては、保護者の皆さまのお手伝いをお願いいたします。親睦を
兼ねながら、楽しくお餅をつくり、豚汁と一緒に、みなさんでいただきたいと思います。
リーダーも含めて数十人の規模になる団行事です。多くの保護者の方のお手伝いをお
願いします。
3月8日(日曜日) 9:00～13:00 頃
場所： 野毛 青少年の家
持ち物 : エプロン、三角巾、布巾
小さいお子さんもご一緒に、お餅を食べにいらしてください。
少しの時間のお手伝いでも歓迎です。
お手伝いいただける方は副会長磯田、小針までご連絡ください。

磯田 メール
tel:
小針 メール

会議報告

会議予定

◉育成会役員会
2月16日
（月）
自由が丘ロベックスジュース
◉団会議・団委員会
2月20日
（金）20：00～
奥沢地区会館第2 会議室
★ 世田谷地区の登録状況について
― 世田谷地区、5団の登録者数の推移
★ ＢＰ祭 3月1日 9：30開式
献灯、
「ジャンボリー」上映会、ＢＳスタンツ、
ゲーム
★ もちつき 3月8日 野毛青年の家
9：00 会場
10：00 セレモニー
10：30 つき始め

◉ 3月9日
（月） 育成会役員会
ロベックスジュース
◉ 3月22日
（日) 団会議・団委員会
18：00～ 奥沢地区会館第1 会議室

広報委員会より
紙の「さくら」は今月号で終了となります。来月号（4月号）からはパソコン、スマートフォンなどで電子版のさ
くらをご覧下さい。
アドレス
パスワード：
なお、各隊活動予定は5団のＨＰ（http://setagaya5.boy.jp/scout/)でご確認をお願いいたします。
又、
諸事情により電子版が見られない方は、
3月25日頃までに広報山田
（

)までご連絡下さい。

