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菊スカウト誕生！　磯田悠生くんおめでとう
　7月12日午後、代沢小学校にて第23回世界スカウト
ジャンボリー壮行会が開かれました。
その会の初めに、壇上で「あすなろ地区との合同伝達
式」が行なわれ、世田谷第4団原銀河君、白木稜久君、
竹森夏海さんと世田谷第5団磯田悠生君が臨みました。
これからの活躍を期待しています。
（ボーイスカウト東京連盟世田谷地区「HIROBA」より）

世界スカウトジャンボリーin Japan 2015

（毎日小学生新聞・2015年8月26日付より）



8月9日　夏期行事大岳鍾乳洞探検
ビーバー隊 
隊長 保科潔
　 ８月９日(日)ビーバー隊は東京 あきる野市 大岳(
おおたけ)鍾乳洞探検に行きました。今回は、電車組
と車組に分かれて活動しました。引率リーダーとスカ
ウト、保護者は、７時１５分に自由が丘駅女神像前に
集合し私と天堂副長は、前日準備した食材と器材を積
んで大岳鍾乳洞キャンプ場を目指しました。電車組の
到着前にバーベキューの準備を完了しました。鍾乳洞
探検は、スカウトに大人気で、金を探しに探検した気
分でした。バーベキューコンロは３セット準備して、
保護者に自由に焼いてもらいました。デザートは、キ
ャンプ場前の川で冷やしたスイカです。少しの時間で
したが、川遊びも楽しみました。３０人以上参加のプ
ログラムでしたが、天気にも恵まれ楽しく、美味しく、
やりきりました。この経験を次に活かしたいです。保
護者の皆様ご協力頂き、ありがとうございます。

ビーバー隊



８月２３日　隊集会水鉄砲合戦！
ビーバー隊 
隊長 保科潔
　８月２３日(日) ビーバー隊は九品仏交番裏集合後、
中根公園ジャブジャブ池を目指してハイキングしまし
た。登ったり、下ったりの シンドイ道です、参加スカ
ウト分の水鉄砲は準備しましたが、マイ水鉄砲も許可
しました。早くジャブジャブ池で遊びたいらしく、ま
た草嶋副長の道案内も良く、思いの外早く到着しまし
た。水着とサンダルに着替えて、１年生対２年生の水
鉄砲合戦をしました。天堂副長は主審で、１年生に私
が応援で入りましたが３回戦して、２敗１分けでした。
２年生は強かった！
> おやつの時間は、ガリガリ君を食べました。終わり
の会を公園でして、九品仏交番裏までハイキングして
帰りました。スカウト大満足の半日でした。



1組
くま　
　僕の組(１組)は、最優秀組賞を、目指してきたけど、
取れませんでした。僕にとってこの舎営は、最後なの
で最優秀組賞を取りたかったのですがとれませんでし
た。でも楽しかったし面白かったのでよかったです。
　楽しかったことは、４日目の野菜取りです。ﾃﾂのも入
れて５３ぐらいあったので家の１週間分の、ジャガイ
モは、困りません。それとジャガイモのお金も困りま
せん。面白かったのは、営火の４組のスタンツです。
ライズアップのダンスが面白かったです。
カブスカウトの活動は、まだ続くので、１組の組長と
して頑張っていきたいです。

くま
　夏季舎営ではたくさんの出来事があり、友達ともよ
り仲良くなりました。御座山の登山では、約5時間歩い
たけど少しずつ水を飲んだりこまめに歩いたりなどの
ことを河西副長から教えてもらったおかげで、疲れず
登ることができました。ぼくは、このたくさんの経験
をたくさんの所で生かしていきたいと思いました。

しか　
　今年のキャンプは、いろいろな事をしました。一番
楽しかったのはきもだめしでした。来年も楽しみです。

うさぎ　
　僕は、いろんな事を学びました。一番面白かったの
は魚つかみです。なぜならするっと逃げて、つかむの
が難しくて、でも最後にとれたのがすごく嬉しかった
からです。捌くのが怖かったけど、自分が食べる魚だ
から頑張りました。

７月３１〜８月３日　

夏季舎営担当副長 三園真也
　 舎営地とした長野県南佐久郡北相木村「長者の森」
は山有り川有りそして緑の森に囲まれた本当に素晴ら
しい環境で、さらに施設の方もスカウト活動にとても
協力的で多くのプログラムをサポートして頂きました。
　白樺でトナカイを作り、登山、肝試し、魚をつかみ
自分達でさばいてBBQ、火起こし体験やコンパスでの
探索を含めたラリー、畑での収穫体験と東京では出来
ない事を目一杯頑張りました。
　3回の下見で入念に準備をしたつもりですが現地で
はなぜかバタバタ。
　そして、リーダースタンツが思いのほかスカウト達
に受けなかったのが心残りです。

カブ隊

夏季舎営＠長者の森



うさぎ　
　一番楽しかったのは、長者の森ラリーで優勝できた
事。マッチで火をつけ割り箸を燃やすのが難しかった
り、4つめのチェックポイントが遠くて大変だったけ
どたくさん得点できて嬉しかった。またボウリングは
2つ倒すことができたし、歩幅をはかるのに苦労しな
がら頑張って宝を見つけることもできた。日本が自然に
囲まれていることを発見し、友達ととっても仲良くな
れた4日間だった。また行きたいです。

2組
くま　
　僕のカブでの夏季舎営は最後でした。一年前は副長や
隊長にたくさん怒られてしまったので今回は怒られな
いように必死にがんばりました。けれど、僕のがんば
りが弱かったのか少し怒られてしまいました。組のウ
サギたちに僕が怒られたように怒られて欲しくなかっ
たので、強く注意してしまったから僕もそこが反省点
です。一番楽しかったのは川遊びです。奥村くんとタ
ッグを組み、水のかけ合いをしました。ボーイになっ
ても注意されたことを忘れずにがんばりたいです。

くま　
　僕はキャンプがあまり楽しみではありませんでした。
なぜなら、虫が嫌いだからです。でも、行ってみたら、
すごく楽しくて、よかったです。
　僕が一番心に残ったのは、川遊びです。僕は水で遊ぶ
のがすごく好きなので、川遊びはとても楽しみでした。
でも水がとても冷たくて、すぐ寒くなっちゃいました。
魚取りも楽しかったです!すっごく楽しい3泊4日でし
た!

しか　
　ぼくが今回の舎営で楽しかったことは魚つかみです。
去年はかなり早く取れたので、今年は甘く見ていまし
たが、去年よりもぬるぬるしていたので、とてもつか
みにくく時間がかかりました。でも探すのもつかむの
もとても楽しかったのでよかったです。

しか　
　1番ぼくが楽しかったのは、営火です。なぜかという
と、みんなのスタンツが面白かったし、自分のスタン
ツも成功したからです。肝試しは青木副長が1番怖かっ
たです。すごくびっくりしました。

うさぎ　
しゃえいでは、とくに楽しかったのは、えい火です。
　「ビスタ」を歌ったり、スタンツでは、ぼくは、石を
エアでなげるやくをしました。すごく楽しかったです。

うさぎ　
　ぼくは、合宿でキャンプファイヤーのスタンツが楽
しかったです。4組の『鳥の学校』のスタンツが特に面
白かったです。



3組
くま　
　僕が楽しかったのは御座山登山です。頂上で「ヤッホ
ー」と言うと、こだまが返ってきて最高でした。肝試し
で怖くもないのに悲鳴をあげたり、長者の森ラリーで
「地獄の門番」を4分55秒で切り抜けたのが楽しかっ
たです。3組は、本間君やしかのメンバーがうさぎのメ
ンバーの面倒をよくみて、時間を守ってスムーズに行
動できました。最優秀組賞もとれて、この夏最高の舎営
が終わりました。「野菜とり」のじゃがいもで作ったニ
ョッキも美味しかったです！

くま　
　今年 1番楽しかったのは営火です。こわかったのは
肝試しで 三園さんがこわかったです。最後の舎営はと
ても楽しかったです。

しか　
　トナカイ作りで丸太を切るのはかたくて思いのほか
時間がかかった。組み立てでしばることはかんたんそ
うに見えてこんらんした。マッチはすれても火をうつ
せなかった。やって見るとむずかしいことが多いのが
学べてよかった。

しか　
　今回の合宿で一番楽しかったのは、「長者の森ラリ
ー」でした。
「野菜とり」では、とても大きなじゃがいもがとれたの
でびっくりしました。
「肝試し」はこわすぎたので、来年はこわくなくしてほ
しいです。

うさぎ　
　ぼくが一番楽しかったことは、魚つかみです。なぜ
かと言うとただ魚つかみが楽しかっただけでなくて魚
をさばくなどきちょうな体けんもしたからです。

4組
くま　
　ぼくは、今年最後の下夏季舎営でした。今年はスタン
ツをがんばりました。だから、スタンツ賞をもらえて、
うれしかったです。テント泊は、朝寒かったです。

くま　
　僕が、１番頑張ったのは、登山と営火です。
　登山は、兎が２人いたので、面倒を見るのが大変で
した。また、下山も、大変でした。下山は、靴の裏側が、
擦り切れていたので、ストッパーが効かず落ちそうに
なった事が何回かありました。
　営火は、スタンツは、変わるとおもっていなかった
のでプレッシャーを感じました。

うさぎ　
　ぼくは、この夏きしゃえいでいろいろなことを学び

ました。
　はじめてでドキドキしたけど、楽しかったです。山
のぼりやキャンプファイヤーが心にのこりました。ま
た行きたいです。

うさぎ　
　キャンプファイヤーのスタンツが楽しかった。ぼく
はうぐいすの役で朝御飯の台詞があった。賞をもらっ
て嬉しかった。

1組DL 本間 千香
　今年でDL2年目とゆうことは舎営も2年目！気持ち的
には 余裕があるはずなのに 少し風邪ぎみなのか 体力
がついていかなかったのがとても残念でした。
　今年は素敵なロッジで布団と最高のロケーションで
した。
　クマスカウトにとっては最高なラストの舎営！ウサ
ギにとっては良すぎて 来年の舎営の反応がとてもたの
しみです。
　今年のプログラムは盛り沢山で スカウトたちはとて
も楽しくこなしていたなとの印象です。家に帰ってか
らのお子さまの行動はどうでしょうか？
　副長たちの企画 サポートのおかげで子どもたちがと
ても成長していると思っています。来年はDLを卒業し
て 副長とゆう立場です。
　私自身 成長しているよう スカウトのために頑張りた
いと思います。
　皆様 お疲れ様でした。

２組DL　阿部直也
　DLとして初めて参加した夏季舎営は、全体の４日間
のうち、仕事の都合で土曜日と日曜日の２日間のみの参
加となり、中途半端な状況になってし まったことは大
変心残りとなりましたが、山登り（汗びっしょり＋素晴
らしい眺め＋足がクタクタ！）、水遊び（透明度抜群＋
冷たかった！）、魚 つかみ（イワナ美味しかった！）、
肝試し（元気なスカウトはどこへ？！）、長者の森ラリ
ー（火を扱うことは結構難しい！）、営火（スカウトた 
ちの日頃の行いがよいのか、雨が降りそうで降らず！
炎のイメージが目に焼き付いています）など、スカウ
トたちと過ごした充実したアクティビ ティーはこの夏
一番の思い出、そして今後も忘れることのない思い出
として心に刻まれそうです。ちなみにたった２日の活
動で筋肉痛になって、ふ くらはぎに湿布を２日間貼り
続けたことは声を大きくして言えることではありませ
ん。。。
　最後に、DLであるにもかかわらず他人事のようで恐
縮ですが、「備えよ常に」を実践し、現地下見を複数回
行い、子供達のことを常に考えてプロ グラムを準備・
運営されていた隊長と副長の皆さんのすごさを改めて
感じた機会となりました。

３組DL 太田雄介
　舎営二日目からの参加でした。
早朝、都内を出発して長者の森に着くなり登山に参加と
いう、ハードなスタートでしたが、自然からも子ども



たちからもパワーをいただいて、気持ちよく山を登る
ことができました。
　比較的、気温も湿度も高めでキツかったと思います
が、これまでの登山のときより、バテてしまうスカウ
トも見られず、みんな頑張っていたと思います。
　下山してから、かなり雲行きが悪くなってきて、肝
試しが開催されるか不安がありましたが、なんとか雨
には降られずに決行することができました。怖いとい
う子が半分、余裕という子が半分、というくらいだっ
たので、来年は一人歩きを徹底させるなどして、しっ
かり怖い肝試しにできたら（笑）と思いました。
　翌日、日曜はすごく気持ちいい朝を迎えられて、素晴
らしい天候のもと、川遊びや魚取りができました。水
は痛いほど冷たかったのに、しっかり泳ぐ子もたくさ
んいて、さすが子どもは強いなぁと感心しました。
　自分たちで獲った魚を、自分でさばいて焼いて食べる
という貴重な体験をしたあと、ラリーをしました。前
日の登山（下山）で膝を痛めていたので、正直また長時
間起伏のある森を歩き続けるのはキツかったのですが、
趣向の凝らされた各チェックポイントの試練のおかげ
で、楽しむことができました。男の子が喜びそうなツ
ボを的確に付いていたと思います。
　営火のときにも雷が鳴り続けて、いつ雨が降るかと
ヒヤヒヤしていましたが、結果的に降られることはな
く、雷鳴が効果的に厳かな雰囲気を演出していたと思
います。各組のスタンツはそれぞれの組らしさが出て
いてよかったです。
　今回は、自分がリーダーに馴れてきたせいか、コテ
ージが快適だったせいか、去年の舎営に比べると、体
力的にも精神的にもずいぶん余裕があった気がします。
ずっと一緒に過ごすことで、スカウトたち一人ひとり
が、一年前よりも見違えるようにしっかりと行動がで
きるようになってることを実感できた2日間でした。

4組DL　長井朗子
　DLを始めて約8ケ月。私にとって、初めての夏季舎
営でしたが大いに学び大いに楽しむことができました。
緑豊かな長者の森でスカウト達と活動、寝食を共にし
ていく中で、個々のスカウト達の人間性＝個性を発見で
き、子供達ってこうして成長していくだなぁ〜と感慨
深くなりました。と同時に、男の子達って何て単純な
んだろうと爆笑する場面も多々ありましたが。笑
　木工細工、ナイトハイク、往復5時間の登山、肝試し、
魚掴み、CSラリー、営火、野菜取り、全てのスカウト
達が最後までチャレンジングで頑張りました！特に、
我が４組、スタンツ賞おめでとう！すごく頑張ってて
格好良かったです♥️



BS隊　カモメ班 　
　僕は今年、初めて夏期宿営に参加しました。  キャン
プ場は、富士山御胎内清宏園というところです。 　 こ
こでは、「自分から学ぼう」という活動テーマを基調と
し、五感を研ぎ澄ますゲームをしました。例を挙げる
と、昼のプロジェクトなら食材獲得ハイキング、暗夜
行路（目隠し Ver. ）　夜のプロジェクトならきもだめ
し、インディアンかくれんぼです。 　 実際この「野外
生活を通じて五感を研ぎ澄ます」というのはこのキャ
ンプの活動目的であり、僕自身の野外生活における最終
的な目標でもあります。僕は、このキャンプのおかげ
で改めて自然への理解を深められました。しかし、こ
れはあくまでも僕の理解が少し進んだ程度であり、自
然界からみれば僕なんかまだまだ未熟者です。  ですか
ら、もっともっと自然の知識を、理解を共に深めたいと
思います。

BS隊　カモメ班　
　今回のキャンプでは、五感を研ぎ澄ますことができ
たと思います。
スカウツオンや、foxwalk の練習などと、いろいろな
ことをやりましたが、その中でも僕が１番楽しめた活
動は暗夜行路です。暗夜行路とは、主に五感のうちの
触覚を初めとする聴覚、嗅覚の３つを使います。木と
木をロープで結び、そのロープをつたってゴールを目
指すゲームです。
しかし目はネッチで隠しているし、声を出してもいけ
ません。そのため、手で触れて、耳で聞いて、臭いを
かいで進んでいくという感じになります。
このゲームを通して、鳥や、セミなどの昆虫の鳴き声
を聞くことができたし、手で触れるだけで、そこに何
があるのかを考える力もより強くなったと思います。
またこのゲームをやりたいです。
 

BS隊　カモメ班　
　ぼくは、今回の夏キャンプでは少しくやしい思いを
しました。
その理由は二つあります。一つは、何個もなくし物を
してしまった事、そして、
火起こしや食材獲得ハイキングなどであまり何もでき
なかった事です。
ですが、こういうことは何度もキャンプに参加して、
体に覚えさせていくしかないので、もっと積極的にボ
ーイスカウト活動に参加したいです。

8/14~17
BS隊　夏季野営訓練合宿
@富士山御胎内清宏園

BS隊



会議予定
◉9月6日（日）　  会計監査　　　　13：00〜17：00　  尾山台地区会館第1会議室
◉9月14日（月）　育成会役員会 　　10：00〜 　　　　自由が丘ロベックスジュース
◉9月17日（木）　団会議・団委員会　20：00〜　　　　奥沢地区会館代３会議室

BS 隊　トナカイ班 　
　僕は、去年のキャンプは最悪だったと聞いていまし
たが、今年のキャンプはご飯も美味しくて、スケジュ
ールも楽しくて、最高のキャンプでした。
特に、二日目の暗夜行路が楽しかったです。人間は目が
見えないとどこに何があるのか分からなくなるので、
隊長のウ◯コを踏んだと思った時には、足の感覚が超
研ぎ澄まされました。
楽しかったのは他にもたくさんありましたが、荷物整
理や行き帰りの移動が大変でした。隊長に「荷物の詰め
方」を教わったので、行きより帰りの方が楽になりまし
たが、帰りは雨で、レインコートを着てとても暑い中
歩いたので体が鍛えられました。
このキャンプで色々な事を学んだので、次のキャンプ
に活かしていきたいです。

BS隊　オットセイ班　 　
　ぼくはBS隊のキャンプで富士山御胎内清宏園という
場所で、3泊4日を過ごしました。今回の活動目的は、
「野外生活を通じて五感を研ぎ澄ます」だったので、五
感を使う活動がたくさんありました。その中でも一番
楽しかったのは、インディアンかくれんぼです。周り
には木がそんなにたくさんはなかったので、近づく方
は難しかったし、見つける方は自分の影で見えなくな
ってしまうので大変でした。ですがそれで、かえって
おもしろさが増して夢中になってやりました。キャン
プでは天候も良く、火がつきやすかったため、おいし
い料理が食べられました。大変だった事は洗い物です。
油などを落とすのに苦労しました。いろいろなことが
ありましたが、キャンプはとても楽しいものになりま
した。次回も参加したいです。

BS隊　トナカイ班　
　僕は今回のキャンプで、火をつけるのが得意になり
ました。渡口さんに、火のつけかたを教えてもらった
ので、食物獲得ハイキングで、一番最初に火を付けて
スタートする事が出来ました。
また、きもだめしでは、ライトを使わずに行ったので
怖かったし、道に迷ったりしそうになって大変でした。
でも温泉はとても気持ちよくて、充実したキャンプに
なったと思います。




