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5 月 10 日 団行事「５団まつり」
ビーバー隊
ビーバー隊

隊長 保科潔
５月１０日(日) ビーバー隊は、野毛青少年交流セン
ターにて団行事、入団説明会に参加しました。初めに、
多屋 日向( たや ひなた ) 君２年生のビーバー隊入隊式
を行いました。入団説明会には、１年生２名が来てく
れました。ビーバー隊は、流しそうめんをしました。
流れてくるそうめんを箸でつかめ無いスカウトは、ザ
ルにたまったそうめんを食べていました。カブ隊のカ
ンガルートーストとボーイ隊のスープ、ベンチャー隊
の焼鳥を食べて、大満足のビーバースカウトでした。

5 月 10 日、
君がビーバー隊に入隊しました。お
めでとう！ 弥栄、弥栄、弥栄！

カブ隊
プログラム担当 副長 清水恵子
５月１０日、団まつりが行われました。
入隊式の後、カブ隊は野毛公園でゲーム。
「キツネの
しっぽ」などで思い切り体を動かし、おなかがすいた
ところでお楽しみの食事です。
ＣＳ隊お得意の？？カンガルートーストを作って全
員に食べてもらい、ＢＶＳ隊の流しそうめん、ＢＳ隊
料理コンテストの３種類のスープ、団の焼き鳥をおな
かいっぱいいただきました。
ＢＳってすごいね、スカウトだけであんなお料理を
作っちゃうんだよ＼ (^o^)／だいじょうぶ、ＣＳのみ
んなもＢＳに上がるころには作れるからね。
初夏を通り越した暑さの中、汗だくで火をたいてく
ださったリーダーの皆さま、食事作り、後片付けを助
けてくださった保護者の皆さまに感謝します。

3 組しか
5月10日に 5団祭りがありました。きつねのしっぽ
取りと、だるまさんが転んだスポーツ選手バージョン
や、流しそうめん、カンガルートースト作りをしました。
その中でも流しそうめんが楽しかったです。なぜな
ら、僕たちの組の時、最初上流で食べていたら「下流に
行ってください」と言われ移動したところ、そうめん
がぜんぜん流れて来ないということがあったのです。
ところが、次の組にかわった時に、ぼくはたくさん河
口に流れてきたそうめんを発見しました。ぼくたちの
時とちがって、こんなに流れてきたのでしめしめと思
い、ぼくはありったけ食べました。でも、これは「流
れきったそうめん」だなと思いました。
このように、5団祭りをとても楽しみました。

BS 隊
BS隊 トナカイ班

5月10日は 5団祭りをおこないました。たくさんの
大人が来たりビーバー隊やカブ隊も来てちょっと緊張
していましたが最後まで 5団祭りをやりきれてよかっ
たです。トナカイはオニオングラタンスープを作って
料理コンテストで優勝しました。トナカイ班全体のお
かけだと思います。次にまたやる機会があったらがん
ばりたいです。

5 月 10 日、
君が CS 隊に入隊しました。
おめでとう！ 弥栄、弥栄、弥栄！

ビーバー隊
５月 1 ７日 ビーバーラリー
ビーバー隊

隊長 保科潔
５月１７日(日) ビーバー隊は、砧公園で行われた、
地区行事、ビーバーラリーに参加しました。今回は、
２３ワールドスカウトジャンボリーのプログラムをビ
ーバー向けに、アレンジして体験しました。また入団
説明会に来てくれた１年生も参加しました。５団はチ
ェックポイント２を担当しました。バードウォッチン
グ (自然 ) ゲームをしました。スカウトはＣＰ４ ( 健康 )
ワールドスポーツとＣＰ７ ( 科学 ) 風船電話が楽しかっ
たそうです。大学生スカウトによる寸劇が有りドラえ
もんに出ている、のび太役の大学生が５団スカウトに
大人気でした。午後は、綱引き大会をしました。５団
の入った組が、優勝しました！九品仏交番裏に帰って
からバナナアイスクリームで、喜びを分かち合いまし
た。

カブ隊

５月 1 ７日

フォックスハンター

プログラム担当 副長 神田雅代
フォックス（キツネ）は公園の一般の人に紛れて、
扮装こらしたリーダーです。ハンター（狩人）はスカ
ウト達で、ハンターが野毛公園の中をキツネの証拠を
見つけようと目をキョロキョロ。キツネには見覚えの
ある赤いネチが小さいしっぽのようにぶらさがってる
はずなんですが、かなかな見つけにくい。かくれるリ
ーダーは公園に馴染むような服装、持ち物、そしてし
ぐさで公園にたたずみます。
リーダーもひさびさの、この企画にノリノリで、ハ
ンターに見つからないように様々な工夫をしました。
ぜひホームページでご確認ください、笑えます！
怪しいロン毛の絵描きさん、なぜか公園内をグルグ
ル回ってるちょっと太めの自転車野郎、舞台の黒子の
ように真っ黒で固めた人、ペンキぬりの道具を持って
ブール壁の修繕するおじさんなどなど。圧巻は、ベン
チで読書中の女子高校生（誰が？）のです。トータル 9
名のリーダーが熱演。全力でスカウトを楽しませる努
力をしてくれたリーダーの熱意に脱帽です。
ハンティング一時間弱の間に全部捕まえたのは、四
組でした。しかも余裕時間を残しての圧勝。勝因は、
古墳の上からよく眺めて狙いを定めていくという、ま
さにハンティングの道理に従い動物的勘を働かせての
完勝でした。ご褒美に元気玉を二倍もらいました。飴
をなめて体力回復後には全員で、ゲーム「キツネのし
っぽとり」で、大暴れ。一組二組の連合チームが三四
組に勝ちました。
キツネ三昧の企画でした。
オマケ
掃除の係りの人に扮してくれた中村静香リーダーは、
野毛公園の本物掃除の人に「新しい人が入ってくれて
嬉しいです」と言わしめたほどでした。
結局、一番楽しんだのはリーダーだったかな。

サイクリストの装備で、子どもたちの前を通っても
ばれず…。
（河西副長）

謎のテニス愛好マダム。イタリア語でま
くし立てる。
（柳澤副長）
1 組 DL 本間千香
DL2 年目ですが初めての活動 ” フォックスハンタ
ー” です。お天気は久々にここまで暑くなくていいん
じゃない？とゆうほどの初夏日和で スカウトもハツラ
ツとした姿で集合してくれました。
この活動は名前の通り キツネは騙し ハンターは捕ま
えるという内容で行います。もちろん、キツネはリー
ダーの方々です。一か月前の会議から打ち合せをして
各リーダーはそれぞれ変装を考えていたことだと思い
ます。私達 DL はスカウトと行動するため 活動内容は
わかっていても 実際どう 変装してくれているのか と
ても楽しみにしていました。公園につき 神田副長から
の説明を受けて フォックスハンターが始まりました。
説明を受けている中で スカウト達は周りをキョロキ
ョロしだし 怪しいペンキ塗りのおじさん登場です。
フォックスを見分ける為にはお尻かポケットから赤い
ネッチが見えていたらフォックスとわかるようになっ
ています。スカウト達は怪しい人を見つけるとまず そ
のネッチを探します。ペンキ塗りのおじさんにもネッ
チがあり 各 3 組のスカウトがハンターして ミッショ
ンに取り組んでいました。すぐに見つかった為 残りの
フォックスが簡単に見つかってしまい この活動が早く
終わってしまうのかとヒヤヒヤしましたがそこはやは
り 5団のリーダー達です。スカウトの為に工夫をして
いろいろとしてくれます。
怪しい絵描きさんだったり、バッチリなサイクリン
グの格好をして 同じ所をずっと走っていたり グラン
ドの横で女子高生が勉強をしてたり 私はスカウトにば
れないようにクスクスと笑いをこらえるのが大変でし
た。いつも 見慣れている制服姿ではないリーダー達の
為 以外にスカウトにはわかりにくかったのかなと思
いました。
予定では時間が余る予定でいましたが足りないぐらい
で スカウトは残念がっていましたが フォックスのリ
ーダー達は大満足だったと思います。
御父兄の皆様にもぜひ見学に来てほしかったぐらい
楽しい活動でした。又、いろいろな楽しい活動をして
いますので いつでも気軽に見学 参加して下さい。
＊ 5団のフォックスを見てみて下さい。とても おも
しろいですよ。

1 組くま
日曜日のフォックスハンターでは、優勝できなかっ
たのでとてもくやしかったです。
１組は、くま１人とうさぎ（見学者１人）３人で、う
さぎが多かったので組長として大変でした。
８人の副長が変そうしていて、８人中７人見つけまし
たが青木副長が見つけられませんでした。
今度は、フォックス全員つかまえて青木副長を一番に
見つけたいです！

度 胸 あ り す ぎ。
何と言って制服
を 借 り た の
か！？ （青木副
長）

普通すぎて、か
えってばれにく
い。
（土屋隊長）

なぜそんなもの
を持っているの
か…ペンキ職人。
（保科副長）

2 組しか
今日は、野毛公園でフォックスハンターをしました。
フォックスハンターとは、副長たちが変そうして、ス
カウト達が見つけ、そこで与えられたミッションをク
リアしたらシールがもらえて、そのシールを 50 分以内
に 8 枚集めるというゲームです。

そりゃ完璧に清
掃会社の方にま
ぎれてました。
（中村副長）

ぼくは、青木副長が学生のすがたでビックリしました。
かさい副長が、とてもむずかしく、見つけられなく、
最後に見たとき「あ、この人か！」とビックリしました。
ぼくたち 2 組は、シールを６枚しか集められなくて残
念でした。

買い物帰りの奥
様。けっこうま
ぎれて見つから
ず。
（清水副長）

あまりに怪しす
ぎる…。画家っ
ていうか…。
（三園副長）

黒ずくめの作業
員風。仕事のフ
リしてまぎれ…。
（畑崎副長）

BS 隊
4/26 隊集会

自転車ハイク @ 昭和記念公園

BS隊 トナカイ班

初めての自転車ハイクで、僕が分かったことは３ッ
つある
①普通のハイクと違い痛くなるのは足ではなくおしり
で、特に割れ目がムレる→厚めのズボンを装備する
②僕らの運転は知らぬ間に蛇行している。速度を無駄に
しないためにも極力直線走行を意識する
③自転車ハイクはスピードがあるため周りの安全に気
を配るのに集中力がいる。
特に今回のハイクは、河川敷が主なルートだった
ので道が狭く、ジョギングをしている人や、対向車線
を走るガチな自転車ランナーに配慮した。
僕は帰り道に集中力が多少切れて、人ごみで転んで銀行
の庭の植木でけがをしたり、前の自転車にぶつかった
りしてしまった。
初めてのことをやると fresh で、わくわくするが、同
時に思いもよらぬ危険があり、気配りにつかれてしま
った。
普段７０ KM も自転車で走ることはないので良い経験を
したと思う。

BS隊 オットセイ班

僕にとって初めての自転車ハイク。ある程度覚悟はで
きていたが、ここまで過酷なものだとは思わなかった。
改善点、反省点を振り返ってみると第一に思い浮かぶ
のは、「自転車のメンテナンス」である。駅の近くに住
む僕は、11 歳の頃から自転車に乗るという行為をして
いなかった。そのため、自転車のサドルの高さが低く
スピードを上げるのが難しく、常に列の最後尾をただ
ただ一人でポツリと突き進んでいた。しかしこのよう
な状況の中で全員完走できたことは素晴らしいことだ
と思う。来年も出来れば参加したいので、それまでに
今回の自転車ハイクから見いだした改善点、反省点を修
復できるようにしたいです。

BS隊 カモメ班

僕は多摩川のわきを通り昭和記念公園に行きました。
行きは、野球のボールが飛んできたりバックの紐が引
っ掛かったりと災難続きでした。昭和記念公園で昼食
は済ませられましたが、遊びに関しては広すぎてどう
しようもなく無駄な時間を過ごしてしまいました。帰
りは途中まで付いていけましたが、遅れてしまいまし
た。後半は付いていけましたが、片身が狭かったです。

会議報告
◉育成会役員会

5月18日(月)
自由が丘ロベックス
◉団会議・団委員会 5月21日( 木 )
奥沢地区会館第3 会議室
★ 活動費（育成会費・隊費等）の振込みについて
（育
成会より）
★ 入団説明会（5/10実施）
：今年は2家族のみの
参加（例年は10～15家族）
→ 説明会の時期、方法などについての検討
が提案されました

会議予定
◉ 6月22日(月) 育成会役員会
自由が丘ロベックス
◉ 6月18日
（木） 団会議・団委員会
奥沢地区会館第2 会議室
20：00～

☆お知らせ☆
活動費振込先口座変更
6 月は活動費の集金月です。5 月に各家庭にお送り
した封書はお手元に届きましたでしょうか。今回よ
り、下記の口座に変更になりましたので、お間違え
のないようお振込お願いします。
振込締め切り日は各集金月の 10 日です。
新振込口座 : じぶん銀行 だいだい支店
普通 :3679125 「ハナマタ ユウジ」

