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ビーバー隊 ６月７日 隊ハイキング
水上バスからスカイツリーを見よう！
ビーバー隊

隊長 保科潔
６月７日(日) 隊ハイキング 水上バスからスカイツ
リーを見よう！ビーバー隊は九品仏交番裏に集合後、
浜松町駅に電車で行きました。日の出桟橋から浅草ま
で水上バスに乗りました。この日はすばらしい天気で
船から隅田川沿いの風景が良く見えました。朝の会で
乗船したら水上バスにちなんだ解説が流れます、マル
バツクイズをするので良く聞いておくように言いまし
た。
> 隅田公園の中で問題を出しました。今回のハイキン
グでよかった点は、スカウト１０名で活動できて、楽
しさが増した事、悪かった点は解説を聞いていなかっ
た点です。浅草寺も行きたかったですが時間が無く、
残念！次に残しておきましょう。

６月 21 日

サバイバル体験

ビーバー隊

隊長 保科潔
6月２１日(日) 隊集会 サバイバル体験 飲料缶でか
まどを作ろう！ビーバー隊は等々力駅玉川総合支所集
合後、野毛町公園デイキャンプ場に移動しました。い
ざ大きな地震が発生しライフラインが途絶た時に飲料
缶を使ってかまどを作りお湯を沸かしアルファ米を食
べる訓練をしました。( 北インドのキーマカレーレト
ルトとフリカケ、海苔、フリーズドライスープも付け
ました )
また１年生３名の入隊式も行いました。
ー！ 冒険しましょうね。

カブ隊
5 月 24 日

めでとうビーバ

デイキャンプ＠野毛町公園

４組 DL 長井朗子
パトリツィア副長の Buongiorno( ボンジョルノ〜
こんにちは）♪の挨拶から簡単なイタリア語講座で始
まった本日のデイキャンプ。
イタリア人を副長に持つラッキーな世田谷５団のス
カウト達は、陽気なイタリア人になったかのように皆
キラキラと一日楽しそうに過ごしておりました。野毛
公園のデイキャンプ場では副長の方々が事前に食材、
調理用具をセッティングして下さり、ボーイ隊から２
名のデンコーチもヘルプにきて下さったお陰でスカウ
ト達はスムーズ且つ安全に料理することができました、
Grazie（グラッチェ〜ありがとう）！メニューは前菜、
メイン、デザート三種と本格的。焚き火の上に鉄板を

置きトーストしたバケットを用いたトマトとバジルの
ブルスケッタ、炭火でじっくりコトコト煮込んだミー
トソースパスタ、グリッシーニを Nutella ヌテラと言
うチョコペーストに付けて頂くデザート。キャンプ日
和の中、イタリアにちなんだ歴史、地図、パスタ、キ
ャラクタークイズまであり盛り沢山。余談ですが、
BUONISSIMO!（ボニッシモ〜とても美味しい）！の
言葉を使いたくて、その日のディナーもイタリアレス
トランに行ったのは言うまでもありません。笑。。。
GRAZIE ！

２組 うさぎ
ぼくは、トマトソースをまぜる当番をやって、「お
いしくなあれ。」と言ったので、本当においしくなりま
した。また、家でも作ってみたいです！

6 月 14 日

てくたくハイク

プログラム担当 副長 保科哲也
６月14日６時 30 分雨が降っている。今日は雨プロ
グラムか？ 7時に土屋隊長より連絡があり、隊長レー
ダーでは雲が東に抜けて９時には曇り空になるとのこ
とでてくたくハイク決定されました。組集会後 各組出
発しました。等々力渓谷コース 40 カ所の残り石標を
11時 45 分までに回るポイント制です。今回は新しく
秘密ポイントが加わりました。副長が 6ヶ所のポイン
トに散って秘密の場所に来れば 1点、クイズが正解で
1 点合計 2 点です。私は玉川神社にいました。2 組が時
間ギリギリでやって来ました。てくたくぶっくを読み
上げて、説明文の中からのクイズも正解。急いで集合
場所に戻ります。私も 2 組より早く玉川総合支所前に
戻りました。今回は 34点で 2 組が 1 位 29点で 1 組が
2 位 26 点で 3 組 が 3 位 24点で 4 位が 4 組 で し た。詳
しくはカブ隊ホームページをご覧ください。
梅雨空に 紫陽花映える てくたく道

4 組 うさぎ
ぼくがてくたくハイクで一番うれしかったことは、
六所神社のてくたくを見つけたことです。そこはスペ
シャルポイントで、そこに着いたポイントとクイズで
正解して合計で３点もらいました。

そして集合時間に帰っても、時間内だったので、減点さ
れずに済みました。えはら君と話しながら探すのも楽
しかったです。またやりたいです。そしてもっとてく
たくを見つけたいです。

3 組 うさぎ
今日のてくたくハイクで、３組はおくれずに１０か
しょをまわれました。その中の一かしょ、火の見やぐ
ら跡は、地図どおりのばしょになくてあせりましたが、
ふとどこにあるのか思い出したのでみんなをつれて行
ったら本とうにあってほっとしました。

6 月 21 日

施設見学＠そなエリア

プログラム担当 副長 清水惠子
カブスカウトがただ施設見学だけするわけもなく、
田町からレインボーブリッジを渡り、そなエリアまで
６ｋｍほど歩く行程を組みましたが、まあそれも降ら
なければの話、降ったら電車で近くまで行って、と思
っていたら…朝から「突然の雷雨にご注意」という予
報、集合時には雨、しかし当然のように晴れバージョ
ンでの決行となりました。
歩きに強い今年のカブにはどうという距離でもなく、
時々雨具は使ったものの、涼しく歩くことができてお
台場の景色もしっかり楽しめました。
そなエリアでは防災についての展示でお勉強した後、
体験ゾーンへ。震災直後の街に放り出され、一人一台
ずつ借りたタブレットのクイズを解き、避難場所へす
すみます。
最後に震災直後の混乱を子どもの視点からみたアニ
メを見ました。子どもだけでお台場に遊びにきた姉弟
が地震後、成城学園の自宅にたどりつくまでの話で、
スカウトは自分におきかえて考えやすかったのではな
いでしょうか。大地震はいつかくる、「そなえよつね
に」がここでも大事だと思いました。

２組 DL 阿部直也
今回の企画は、( 少々乱暴ですが ) ざっくりとまとめ
ると、東急九品仏駅→大井町駅→ JR田町駅下車という
ルートでまず移動し、そこからレインボーブリッジへ
向けて歩き始め、車では通ったことがあっても徒歩で
渡ることはあまりないこの大きな橋を歩いて渡りお台
場側へ移動し、途中でお弁当を食べてから、お台場に
ある「そなエリア」という施設で防災に関する知識を
体験的に深めることでした。直下型の大地震がいつか
首都圏で起きると言われている中、実際に大きな地震
が起きた時、どのように私たちは行動すべきか、また
どのように備えているべきかを新たに知ったり、学校
で学んだことを確認したりすることができたのではな
いかと思います。大変有意義な企画でした。
当日の朝は、雨が少々ぱらつきながらもなんとかもつ
かな（もってほしい）、という感じで、目的地へ向かう
途中ではやや雨をはっきりと感じる時もありましたが、
そこはたくましいカブスカウトの子供達、多少の雨に
は（たぶん・・）動じることなく、目的地の「そなエリ
ア」まで途中休憩・昼食を挟みながら歩きました。私
自身は車では何度も通ったことがあるレインボーブリ
ッジを歩いて渡るということがはじめてだったので、
実はもっとも感動しながら橋を歩いて渡ったかもしれ
ません。晴天ではなかったことが残念でしたが、それ
でも東京のランドマークであるレインボーブリッジの
上から見る景色は印象的でした。
「そなエリア」は、大地震後７２時間をどのように生
き抜くかを擬似的・体験的に学ぶことができるなど、
よくできた施設でした。施設内でタブレットを一人１
台ずつ借りて行動した時は、子供達の好奇心が大いに
刺激されているように感じ、子供達の活発な声が印象
的でした。また、短いアニメーション映画もみました。
内容は、大地震が起きた東京のお台場を舞台に、この
場所にちょうどきていたまだ子供の姉弟が郊外にある
家に帰宅するため、両親と連絡が取れない中、様々な
苦労や戸惑いに直面しつつ行動するのか、また困難な
状況であっても人々が助け合うことがいかに大切かを
表現したもので、なかなかインパクトがあり、子供達
も見入っていました。
この「そなエリア」はあまりにスカウトの活動方針
にぴったりなのか、他のスカウトのグループが複数同
じように来ていたことが印象に残った１日となりまし
た。

１組 うさぎ
今日はレインボーブリッジを歩いた後、そなエリア
に行きました。レインボーブリッジは揺れてちょっと
怖かったです。でも景色が良くて東京スカイツリーや
東京タワーも見えました。凄いなぁと思いました。そ
なエリアはタブレット端末を使ってクイズに挑戦しま
した。難しいなと思いました。でも全問正解しました。
うれしかったです。

２組 うさぎ
今日は、はじめてレインボーブリッジを歩いてわた
りました。見学では、いつじしんがおこるのか、何を
したら良いのかなどが良く分かりました。雨がふって
ちょっとぬれちゃいましたが、カニを見られたりみん
なでしゃべりながら歩いたりして楽しかったです。

BS 隊
BS隊 カモメ班

6 月 6〜7 日

今回のオーバーナイトハイクで、昼と夜の違いをい
くつか学びました。
第一に寒さの違い、第二に生物の違い、第三に景色の
違いです。
朝または昼に登る山は、暖かくて気持ちいいです。
しかし、夜は少し肌寒くて、朝とは違うのだなと感じ
ました。
次の生物の違いでは、昼は鳥がたくさん飛んでいま
すが、夜は、コウモリなどが飛んでいました。
最後の景色の違いは、朝は東京の街がミニチュアの
ようにみえましたが、夜は電気の光がものすごくきれ
いでした。
また来年も行きたいです。

ONH@ 高尾山
BS隊 オットセイ班

今回のオーバーナイトも前回同様、高尾山ハイクとな
った。十分な睡眠をとった後、集合場所の尾山台駅に行
った。電車で高尾山駅に向かい、 いよいよ登山開始‼
市街地を通った後ヘッドライトを必要とする、暗闇 (
高尾山の入り口 ) にはいった。そこからはただひたすら
歩き続けた。高尾山の山頂につく頃から足に異変が出て
きた。足首の強烈な痛み。その当時は足をほぐすなど
して、なんとかその場をしのいだが、痛みが消えたわ
けではなかった。それからは、下山と言うよりは、こ
の足の痛みを脱出すべく高尾山駅への早急な到着を望ん
でいた。徐々に睡魔にも襲われてきた。あんなに寝た
筈なのに、何で⁉そういう思いが込み上げてきた。な
んとか耐え抜き、ゴールしたものの次回への課題は多
い。課題を修正すべく、身体を強くしたいと感じさせ
られたハイクでした。

会議報告

◉団会議・団委員会

6月18日
（木）
奥沢地区会館第2 会議室

★ 各種連絡事項
菊章面接（ＢＳ隊磯田君）
が行われました
地区キャンポリーについて
23WSJの補助金（団補助）
について
→ 40,000円/ １人に決定
ホームステイ協力について
5団65 周年記念キャンポリー企画委員会
立上げ
じぶん銀行集金状況
新ユニフォームへの移行 → Ｈ 30 年ま
でに全員新ユニフォームに替わるように隊
ごとに徐々に移行

会議予定
◉ 7月13日
（月） 育成会役員会
10：00～ 自由が丘ロベックスジュース
◉ 7月16日
（木） 団会議・団委員会
20：00～ 奥沢区民センター（奥沢駅横）
第2 会議室

お悔やみ
6月1日に大平庸介さんが、そして6月9日に
坂口武さんが相継いでご逝去されました。
太平さんはカブ隊隊長、そして育成会長を長く
務められ、5団のためにご尽力されました。等々
力渓谷の「ほたる祭り」奉仕でも毎夏活躍されて
いました。
又、尾山台お食事処「丸長」のご主人坂口さん
は、息子さんが 5団に在籍されていたこともあり、
団行事のおもちつきでは美味しい豚汁を作ってく
ださいました。
お二人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

来年度から制服が変わります！

保護者会などでももうお聞きかとおもいますが、
来年度から、スカウトの制服が変わります。５団
では、新年度から新たに入隊するひとや、上進す
るひと以外は、現在の制服のままでOKとなって
います。今回は、新しい制服の様子を、ボーイス
カウト日本連盟のホームページで紹介されていた
ものからピックアップしてご紹介します。

＊ビーバー
スカウト

◉詳しくは日本スカウト連盟のHP
http://www.scout.or.jp/
をごらんください！

＊カブスカウト
＊ボーイスカウト以上、指導者まで

