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４月３日 入隊式／上進式
ビーバー隊
ビーバー隊

隊長 草嶋隆行
変則的に一年半続いたビッグビーバーもいよいよ上進の
日となりました。
今日は団行事ということで、普段あまり見ることのな
い（？）ベンチャー隊、ローバー隊までと一緒となり
ました。スカウトも保護者もまだまだ先の話ですが、
高校生、大学生でのスカウト活動の雰囲気は感じられ
たと思います。
また、団全体のリーダー紹介も行われ、今年度からビ
ーバー隊隊長を拝命した私も皆様の前で挨拶させてい
ただきましたが、まだまだドキドキです！
そんな中、三名のスカウトが入隊。初々しくもしっか
りと誓いをこなしていました。また、カブに上進した
スカウトも、カブ隊ではビーバーと違って班単位の行
動になり、最初は戸惑うかもしれませんが、しっかり
やってくれると確信しています。
上進式の後は、今年度から隊で借りた畑まで歩きです。
やや疲れた顔もありましたが、みんな元気に歩けまし
た。スカウトにはジャガイモを使った料理の話や、こ
れから作りたい野菜をおうちで考えよう、という宿題
も出しました。ジャガイモは夏前に収穫できそうなの
て、秋野菜はみんなで何を作るかを考えようと思いま
す。最後になりますが、スカウトのみんな、保護者の
皆様、これから宜しくお願いします！

カブ隊

ＣＳ隊副長 河西 淳
長かった２０１５年度が終わり、２０１６年度のス
タートである入隊式・上進式が今年も奥沢区民センタ
ーで行われました。
本年度のカブ隊は４組体制から３組体制に変わりま
した。
とても残念なのですが、人数が減ったため１組当り
の人数を考えて、１組減らすという判断をせざるを得
なかったためです。かつて４組に所属していた先輩ス
カウト達には大変申し訳ない！
それともうひとつ残念なことは、今まで長年カブ隊
をここまで引っ張って来て頂いた神田副長と保科副長
が、カブ隊から他の隊に移られたことです。
大変残念なことなのですが、これも我々残されたリ

ーダーたちが頑張るしかありません。
しかしながら、今年のカブ隊の入隊者も上進者も、
大きな声で誓いの言葉をしっかり言えていました。こ
れは大いに期待できます。
それと新しい組長、次長、彼らにも期待大です。ま
っさらになった組旗とともに、新しいカブ隊を作って
いきましょう。
最後にカブ隊を卒業していったスカウトたちへ。
寂しくなるけど、成長した君たちを我々リーダーは誇
りに思います！

2 組 くま

今日は上進式でした。

4月から 2 組の組長になったので、2 組が楽しく活動で
きるように、うさぎには色々なカブスカウトのことを
教えます。

また５団の人数が 4 組に増えるように友達を誘います。
組だけじゃなく、5団全体が楽しく仲良く活動できるよ
うに、組長として頑張ります。

１組 くま

今回のボーイスカウトでは、僕がしかスカウトから
くまスカウトになりました。

神田さんや保科さん、組長がいなくなりとってもさみ
しいです。でも今度は僕が組長です。カブにはいった
ばかりのうさぎスカウトもいるのでこれまでの組長の
ようにきちんと仲良くやさしくまとめていきたいです。

BS 隊
トナカイ班
僕は事情により上進式にカブの制服ではなく、ボー
イの制服を着てきてしまいました。凄く恥ずかしかっ
たです。ボーイの班は長井君が休んじゃうけど１人で
も頑張ります。

カモメ班
ぼくが初めてボーイの活動に参加して驚いたことは、
「他人に頼らず、自分で努力して成果を収める」という
考え方です。例えば、もし連絡先が分からなかったら、
自分で他の人に聞いてそれをメモしました。カブでは
人に頼っていたので、自分で行うのは、少し難しかっ
たです。でも、ボーイの大きいネッチを結ぶのが楽し
かったです。これからも、どうぞよろしくお願いしま
す。

隊長、副長、ＤＬ（カブ隊）は以下のとおりです。
（敬称略）
ビーバー隊

隊長： 草嶋 隆行
副長： 永島 博、高橋 恭子、保科 哲也、郡山 智行

カブ隊

隊長： 土屋
副長： 中村
太田
ＤＬ： 秋山

ボーイ隊

隊長： 石崎 琢磨
副長： 横山 和久、日笠 邦彦、神田 雅代、保科 潔、高橋 卓也、町永

永島 裕一

彰男
静香、河西 淳、清水 恵子、三園 真也 柳澤 Patrizia、畑崎 祐子、青木 由美
雄介、本間 千香
真一、長井 朗子、白井 康裕

莉江子、佐藤 健治

ベンチャー隊 隊長：山田 良磨
副長： 飯田 雅則、天堂 六三、鷲山 俊雄、樋口 浩
ローバー隊

隊長： 渡口 要、
副長： 大久保 雅史

ビーバー隊
4 月 17 日 工作

牛乳パックロケット作り

ビーバー隊

隊長 草嶋

５月のビーバーラリーの準備としての活動でした。今回
は宇宙をテーマにしたラリーということで、まず隊長から資
源についてのお話（ちょっと難しかったかな？）をした後、メ
インの牛乳パックロケット作りをしました。リーダーのサポ
ートでみんな思い思いのロケットを作った後、実際に飛ばし
てみました。的に向けて投げて誰が当てるか競争しましたが、
意外と誰も当たらずみんな何回もチャレンジしてました。
その後はラリーでのゲームの練習ということで、片足立ちで
その場廻りの競争です。リーダーもやりましたが、意外とキ
ツイ！その後は金星探索ゲームをして終わりました。
工作もしたし、ゲームの予行演習もしたし、来月のビーバー
ラリーはみんなで楽しもう！

カブ隊

3 月 21 日

おわかれハイク＠大山

ＣＳ隊副長 三園真也
昨年 10月に予定していた大山登山プログラムです
が雨で流れたのでお別れハイクに振替して登りました。
幸い天候にも恵まれトラブルも無く下山しました。
さて、今回の感想文は副長の移動に関して少し書きた
いと思います。
私が 6 年前DL になった時からお世話になった神田副
長、そしてほぼ同期の保科副長が今プログラムを最後
にカブ隊からそれぞれボーイ隊、ビーバー隊へと移動
になります。
正直、こんな移動が有るとは想像もしてなかったの
で動揺しました。
神田副長は常に明るく、前向きな発言でカブ隊を引
っ張ってくれていました。ココだけの話、リーダー会
議で土屋隊長と意見をぶつけ合うバトルは周囲で見て
てヒヤヒヤする事も多々有りました。笑
そして、何よりスカウトの僅かな体調の変化や心の
ヒダまでケア出来る稀有なリーダーである神田副長は
私の目指す姿でもありました。
保科副長はお人柄そのままに実直な活動でスカウト
の有るべき姿、リーダーの有るべき姿を追求されてい
て頭が下がる思いでした。
隊を移動するのはそれなりに覚悟も必要ですが、世
田谷 5団全体の将来を見据え判断をされたお二人にエ
ールを贈ると共に、残った私達がシッカリとカブ隊活
動を活性化していかなければならないと思いました。

３組 くま

ほくは大山で、「最初が順調でも、最後がヘロヘロに
なるのはいけない」と思い知りました。今回はこれま
でで最も辛く、最初は足が軽かったけれど、最後はタ
コの足のようにヘナヘナでした。それでも、２組の中
澤くんのブロリーというドラゴンボールのキャラクタ
ーにみんなが受けていたり、２・３組合同でご飯を食べ
たり、最後に会ったシカをにらんでにらみ返されたり
と、とても楽しかったです。

４組 うさぎ

ぼくが大山登山で楽しかったことは、ケーブルカー
に初めて乗ったことです。とても早く走って、すごい
なぁと思いました。

最後の方で野生のしかを見つけてびっくりしました。
角はちょっと小さかったです。

４組 くま

最後のカブで、ずっと登れなかった大山に登ったの
はいい経験になりました。このカブの経験を活かして
ボーイスカウトでもがんばりたいです。カブは人数が
少なくなったから３組しかなくなったけど、少ない人
数でもがんばってください。

４月 17 日

ハイク＠小網代の森

ＣＳ隊副長 青木由美
4月17日の活動は三浦半島にある、小網代の森への
ハイクでした。20 年以上放置された手つかずの山、森、
川、干潟、海。流域と言われる全てが見られるハイク
でしたが、当日は雨。しかし、人も少なく、雨と風が
いっそう、自然を感じさせてくれました。スカウト達
も森に棲むカニ、アカテガニの冬眠を見つけたり、干
潟に満ちてくる海水やそこに生きるもの達にふれ、そ
して地理や、理科のクイズにも真剣に取り組み、帰り
の暴風にもめげず、実に頼もしいスカウトらしい 1日
を過ごしていました。

１組 DL 秋山 真一

ハイク自然観察で小網代の森に行きました。電車を
乗り継ぎ三崎口に着くと、雨、雨、雨。家族旅行であれ
ば予定変更ですがここはカブ隊。レインコートを着て
歩きます。うさぎスカウトたちにとって最初の野外活
動が雨では大丈夫か心配したのですが、みんな元気に
歩いていきます。

小網代の森は森と湿地と干潟と湾とを川が結ぶひと
つの流域がまるごと自然のまま残された場所です。歩
くにつれ、周りの植物も次々に替わっていきます。森
を抜け、湿地を通り、テラスで昼食。屋根はないので
雨の中濡れないようにカブ弁当を頂きます。頭上には
タカ？が 2 羽旋回しておにぎりを狙っています。

昼食後は岩の隙間に隠れたカニを懐中電灯を照らし
て探します。多くのカニがいるのでかにのアパートと
呼ばれています。神社に参拝後は干潟でカニ探し。ア
リのように小さなカニや大人の手のひらサイズの大き
なカニを捕まえることができました。
都心からそれほど離れていないところにこんな素敵
な場所があるとは知りませんでした。植物などを勉強
させてから、またもう一度行ってみたいです。

三組 くま

ぼくは今回が、初めての組長としての活動でした。

ぼくは、今回の活動はハイキングだと聞いて、さいし
ょはあまり乗り気じゃなかったけど、当日になってみ
ると意外と楽しかったです。

特に、約１０ｃｍ位の大きなかにを見れたのが一番
良かったです。
帰りは暴風に見まわれたけど、とても楽しい一日で
した。

1 組しか

小網代の森に行って楽しかったのは小さなカニを見
られた事です。お天気が悪く帰る時は畑に落ちそうな
くらい風が強くて歩くのが大変でした。たくさん歩い
たのでとっても疲れました。

BS 隊
４月２日

班キャンプ打ち合わせ

カモメ班
今日のボーイは班長として初めての活動でした。説
明不足があり、班員をまとめる事ができませんでした。
次回のキャンプでは、班員をまとめられるように指示
を正確に伝えたいです。

トナカイ班
僕は久しぶりの活動だったので楽しかったです。今
日は、今後一年間の予定を確認したり、備品整理を行
いました。
また一年、新しいメンバーたちと活動を頑張っていき
たいです。

オットセイ
今日はボーイ隊に上進してから初めての活動でした。
5/3～5 に行く班キャンプの打ち合わせをしました。
すごく楽しそうです。なのに ぼくは用事があって行け
ません。すごくすごく くやしいです。

会議報告

団会議・団委員会
4月16日
（土 ) 19：00～ 奥沢地区会館第3 会議室
★ 新入隊（ビーバー隊に3 名、カブ隊に3 名）
→ ＢＶＳ隊：8 名、ＣＳ隊：19 名、ＢＳ隊：20 名になりました。
★ 地区優良団：４団、５団、１４団、２０団 が選ばれました
全体としてはスカウト数は減少（約 12 万人→約 11 万 5 千人）
★ ボーイスカウト講習会（6/5)にカブ隊より2 名参加予定
育成会役員会
入団説明会手伝い 3月13日 13：30～ 玉堤地区会館大会議室
会計監査 4月3日
（日）9：00～12：00 奥沢区民センター第3 会議室
総会資料の印刷と送付 4/26（火 ) 9:30～ 玉川総合支所印刷室

会議予定

5月14日( 土 ) 育成会総会 9：30～ 奥沢区民センター第1 会議室
5月21日( 土） 団会議・団委員会 19：00～ 奥沢地区会館第3 会議室

