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５月１５日　ビーバーラリー
ビーバー隊 
隊長 草嶋隆行
　年に一度、世田谷のビーバースカウトが全団集まる
ビーバーラリーが今年も砧公園で行なわれ、今年入隊
したスカウトにとっては初の他団との交流行事となり
ました。今年は宇宙をテーマに様々なゲームを行ない
ながら学習するという企画。5団は熱い金星での活動
をイメージしたけんけんリレー担当。実は３月から地
区全体で準備を進めてきたものです。
　天気予報では曇りでしたが、朝からいい天気！用賀
から歩いていくうちに、早くも汗ばむほど。会場に着
いたら先月作った牛乳パックロケットを全員で飛ばし
て開会！宇宙をイメージしたゲームを3つしてお弁当。
午後も１つゲームをして解散となりました。
　楽しかったせいか、帰り道もスカウトはまだまだ元
気いっぱい、まだ遊びたいという子もいました。
　他団のスカウトだけてはなく、地区のローバーのお
兄さん、お姉さんとも遊べた１日、いい経験になった
と思います。最後になりましたが、５団を代表して準
備、当日の進行をしてくれた保科副長、ありがとうご
ざいました。

ビーバー隊



５月８日　基礎訓練＠ぽかぽか広場
ＣＳ隊副長　河西淳
　ＧＷの最終日曜日、強い日差しとカラっと晴れた格
好の活動日和でしたが、スカウト達はどんよりと何と
なく元気のない様子でした。たっぷり家族サービスを
受け過ぎたのか、ちょっとお疲れのようでした。ダラ
ダラと集合の後、１５分ほど歩いてぽかぽか広場へ移
動。そこで新体制での初めての基本動作の訓練を始め
ました。
まずは集合と整列。
Ｕ字での集合、円での集合、縦３列での集合を繰り返
す内に、各組の組長、次長をはじめ、全員がそれぞれ
の集合での自分の立ち位置をつかんできて、朝の集合
時とは比べ物にならないくらいビシっと集合できるよ
うになりました。

カブ隊

5月29日　宝来公園にて
ビーバー隊 
隊長 草嶋隆行
　オタマジャクシを探そう、というテーマで企画しま
したが、何とオタマジャクシの旬はとっくに終わって
いました！が、気を取り直して宝来公園の生き物探し
をテーマにお絵かきをしました。九品仏の駅から歩き
ましたが、暑さのせいか道のりがちょっと遠く感じた
スカウトもいたようです。それでも公園に着くと、池
の亀に大興奮！
　他にもカモなどがいましたが、みんなで亀を描くこ
とに決定、思い思いにクレヨンで描いていました。同
じものを描いていてもそれぞれに個性があって見てい
るのも楽しかったです。
　帰りも同じく九品仏まで歩きましたのでちょっとし
たハイクになりましたが、皆天気いっぱいで帰ってき
ました。
　皆川君、楳原君、入隊おめでとう！これからも楽し
くやっていきましょう！

基本動作の次はロープ練習。
くま、しか、うさぎに分かれて、それぞれの必修のロ
ープ結びを練習しました。一通りマスターしたところ
で、今度は組ごとに分かれて５団カブ隊伝統のもやい
結びの練習。くまやしかの「もやいマスター」達がパ
ダワンうさぎに手取り足取り教えていました。今はう
まく出来ないうさぎ達も来年の今頃は後輩たちに教え
ていることでしょう。
最後のロープを使ったミニゲームの優勝は２組。
九品仏交番裏に戻って集合を掛けた際は、一発でビシ
っと集合できました。
日差しが強く、ちょっと暑かったものの、しっかり基
本動作を身につけた半日でした。



５月８日　基礎訓練＠ぽかぽか広場 ３組しか 
　モヤイ結びを使ったきょう走は、３組が最下位でし
た。ふくはん長になったので、ビーバーや新しく入っ
てきたなか間に、分からないことを教えてあげて、次
のきょう走のようなことをする時は1位を目指したい
です。

3組　DL　白井 康裕
　九品仏交番裏に集合したカブ隊は、隊列を組んで10
分弱を歩き、ぽかぽか広場に到着しました。まずは本日
のテーマである、隊としての「基本動作」の学習です。
初夏を思わせる暑い日差しの中、1〜3組は集合・整列
の形を何回も繰り返します。縦、横、U字型、円形と河
西 淳副長の指示に従い、くま、しか、うさぎの隊員た
ちは、各々の形を構成できるような位置取りを学習しま
す。
　さすがにすぐには出来るようにはなりませんでした
が、ぽかぽか広場をあちこち移動する集合場所に駆け
足での参集を重ねるうち、段々、形が様になってきま
した。何であれ基本の学習は楽しいものではありませ
んが、そこはカブ隊、暑さにヘバル者も、単調さにダ
レル者も現れませんでした。誰もが年齢を超えて同じ
制服を身にまとっているという自覚が、一体感をもた
らしていたのかもしれません。
　その後、休憩をはさんで、今度はくま、しか、うさ
ぎ別に分かれてロープ訓練です。もやい結びや海老・
ダイナマイトと呼ばれる形状を学びます。ぽかぽか広
場の木陰の下、隊員たちは少年らしく大声を出して楽し
んでいます。仕上げは再び組別に集まり、リレーに興
じます。1本のロープを2人1組がもやい結びで繋がり、
30メートル先の電柱をターンして還ってくるという組
対抗のレースです。
　走者が上手く繋がるように仲間がアドバイスし、走
りを大声で応援することで、自然に絆を強めます。見学
者2名を含む全員参加のレース結果は、優勝はダントツ
で2組、続いて1組、3組という順でした。そして再び
隊列を組んで集合場所に戻るカブ隊の面々からは、本日
の一日で意思の疎通がちょっぴり図られたというウキ
ウキ感が、心なしか感じられたものでした。

2組 しか 
　今日は、ロープの学習で新しいむすび方を覚えまし
た。もやいむすびのレースが特に楽しかったです。後、
2組が一位をとれて本当に良かったです！！



５月22日　デイキャンプ・カレーづくり
ＣＳ隊副長　中村静香
　 汗ばむ位の晴天の下、恒例のディキャンプを野毛町
公園で行いました。
　今年のディキャンプの企画担当を仰せつかり、昨年
はイタリアン料理でしたので各組ごとにオリジナルカ
レーを作って貰う事にしました。等々力で集合してデ
ンリーダーと一緒にカレーの材料を買うことから始め
ました。御飯は、飯ごうで炊きました。
　デザートは、焼きリンゴを作りました。火おこしか
ら始め、煙やら暑い中無事にカレーと御飯が出来上が
り、美味しく頂きました。カレーコンテストの結果、
具のバランスと味が一番美味しかったとの判定で３組
が優勝しました。おめでとう!!  外で皆と力合わせて
作ったカレーは、一段と美味しかったですね。普段は
なかなか出来ない火おこしを体験出来、良い経験にな
ったと思います。

1組うさぎ  
　火を使うのが初めてだから、すごく楽しかった！
カレーがおいしかったです

３組しか 
　ぼくが今日のディキャンプで楽しかったことは、カ
レーを作ったことです。かくし味を入れておいしくし
ました。だからカレー大会でゆうしょうしました。お
いしかったです。またやりたいです。



５月22日　デイキャンプ・カレーづくり
5/3~5 班キャンプ@陣馬の里
BS隊　カモメ班　
　今回のキャンプでは班長として班員をまとめられる
ように細かい指示を出しました。なぜなら、まだ班長
になって間もないので、細かい指示を出すことで、班
員が素早く動いてくれると思ったからです。そして僕
が指示を出すと、班員が返事をして動いてくれたので
活動をスムーズに進めることができました。
次の活動でも、分かりやすい指示を出して、班員をリ
ードできるように頑張りたいです。

BS隊

5/15 炊事訓練@野毛公園
BS隊　オットセイ班　
　今回オットセイ班は、麻婆豆腐と焼おにぎりを作っ
たのだが、幾つか反省点の残る結果となってしまった。
まず、計画がしっかりしてなかったという点があげら
れる。その結果、材料が大幅に余ってしまった。残飯
を食べてくれた大浦くんにはとても感謝している。
新人たちへの指示不足である。僕らが、早急に的確に
指示を出していれば作業を同時進行でき、調理の時間
を削減できたはずだ。
これからは、後輩ではなく先輩として、企画に挑まな
いといけないことを痛感した活動だったのかもしれな
い。もっと、周りをよく見なければいけないと感じた。
これから一年間少しずつ、次長になれていき、来年の
班長（なれれば）に備えたい。

BS隊　トナカイ班　
　今回の炊事訓練では、新しくできた仲間とともに初
めて炊事訓練をやりました。
みんな、楽しそうだったのでとてもよかったと思いま
す。こうしてみると、カブスカウトの組長だったころ
を思い出します。みんなとはまだ余りなれていないと
ころもあるのですが、もう班員で仲良くおしゃべりを
していたのでもう仲がよくなったんだなと改めて思い
ました。
今回作ったしょうが焼きは僕の家でつくったタレで作
ってみたのですが、
みんな「おいしい」といってくれたので安心しました。
ご飯もちゃんとたけていたので、おいしくいただくこ
とができました。少々パニックになったことはありま
したが、無事終われたのでよかったです。班キャンプ
は、僕が休んでしまったがためにみんないけなくなっ
てしまったので非常に申し訳ないです。
でもこれからもっとキャンプなどで、仲を深めていけ
たらいいなと思いました。



5/3～5/4　自転車舎営！
VS隊　
　自分は今年度ベンチャー隊に入隊したので、今回が
ベンチャー初めての活動となました。
200km近く走る予定だったので覚悟していましたが、
自分の自転車がパンクしてくれたので、ながい休止を
取ることができました。修理してくれた大浦くん、保
科兄弟には感謝しています。
景色はとてもよかったのですが、起伏やガリガリの道
があり、正直しんどかったです。心忘れて走っている
うちに(放心？ )、ゴールにたどり着くことができまし
た。
唯一の救いであるフェリーが欠航したり、雨が降った
り、いろんな悪夢を見てきましたが、けが人なくでゴ
ールできたので何よりでした。

VS隊

VS隊　
　今回の自転車ハイクは、初日に東京〜久里浜（５０ｋ
ｍ）、そして2日目に鋸南〜東京（１２０ｋｍ）という
工程でした。ボーイスカウトの時も自転車ハイクはあ
りましたが、今回は比べものにならないぐらいの距離
を行きました。
　1日目は東京湾の近くを走り、潮風で体がべたべた
になりました。2日目は朝起きると激しい雨と風が吹
いていましたが、朝のうちに止みました。しかし、フ
ェリーが止まってしまったので自転車で東京まで帰る
ことになりました。2日目ともなるともはや疲れを感
じなくなりました。出発したのは午前中だったのに、
家についたのは午後11時過ぎでした。
　今回は無事に、全員帰って来れました。これでも足
が限界だったのに当初は3日間でさらに長い距離を進
む予定だったらしいです。

VS隊　
　今回、VS隊は一泊二日の自転車舎営で千葉県の保田
まで行きました。初日は久里浜まで行き、そこからフ
ェリーで金谷港まで乗りました。東京湾フェリーは湾
の外側を走るため波が強く、揺れました。ディーゼル
エンジンの特徴の振動も感じました。宿舎の保田小学
校に着いてから海岸で夕飯を作ろうとしましたが風が
強かった為、コンビニで買いました。二日目の朝から
の雨は９時ごろには止みましたが、強風の為フェリー
が欠航となり、帰りは約１２０㎞の(往復約２００㎞
くらい？ )の旅になりました。
　いろいろハプニングもありましたが、リーダーや仲
間のおかげで、良い冒険ができました。
　ママチャリでもなんとかなりましたが、次はいい自
転車が欲しくなりました。



会議報告
育成会総会        5月14日(土 )9:30～  奥沢区民センター第1会議室
団会議・団委員会　  5月21日(土）19：00～　奥沢地区会館第3会議室　
★　各隊ラウンドテーブル出席者：BVS隊：保科哲也副長、CS隊：土屋隊長
　　　　　　　　　　　　　　　BS隊：保科潔副長、VS隊：（天堂副長）、
　　　　　　　　　　　　　　　RS隊：渡口隊長
★　団キャンポリーについて
　　　実施時期：2017年8月（カブ隊、ボーイ隊から夏期舎営や夏キャンプと一緒にしたいという希望が
　　　　　　　　あり、８月4～7日辺りが候補時期）
　　　候補地：1、長者の森（長野県南佐久郡）、２、妙高高原（新潟～長野）３、御胎内（静岡県御殿場）
　　　実行委員長、及び実行委員の選出
★　信仰奨励章講習会（5/22)に　RSスカウト3名（松谷君、山根君、神田君）、VSスカウト3名（横山君、
　　岡田君、保科玄樹君）が出席

会議予定
6月10日(金)　育成会役員会　10:00～  尾山台  パイ焼き茶房
6月18日(土） 団会議・団委員会　19：00～　奥沢地区会館第3会議室

＜平成27年度   定例育成会総会報告＞
＊　開会の挨拶   育成会会長     澤武雄
＊　資格審査：   出席者27名、 委任状29名、計56名
             　 →　育成会員総数(82)の2/3に達しているので総会成立

＊　議題
⑴ 平成27年度  活動報告、会計報告及び監査報告
   　承認されました
⑵ 平成28年度  活動計画、予算案
   　 承認されました
⑶  平成28年度   育成会、団役務奉仕者選任
     　承認されました
⑷   その他

平成28年度   育成会   団役務   奉仕者
[育成会]
会長          澤武雄
副会長      　太田奈美     河田真理子
書記          横山由紀子   浅井有子
会計          佐藤薫       佐藤操
会計監査  　　 阿部彩      中嶋幸子

[団委員]
花俣裕二（団委員長）   澤武雄     横山寿美夫
高柳彰男      山田裕紀      保科千鶴子
[各隊隊長]
ビーバー隊        草嶋隆行
カブ隊            土屋彰男



ボーイ隊          石崎琢磨
ベンチャー隊      山田良磨
ローバー隊        渡口要

＊花俣団委員長より
・27年度に活動費振り込み口座をゆうちょからネット銀行に変更したため、会計報告が複雑になりました。
28年度からは一本化されて簡潔なものになります。
・新制服への移行に伴い28年度会計はリーダー達の制服代の計上が予想されます。

育成会副会長からご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育成会副会長　太田奈美

　今年度、育成会副会長を務めさせて頂きます、太田奈美です。５団では息子が２人ともお世話になって
おり、わたしも何か育成会でお手伝できる事があれば…と考えてはいたのですが、初めての役員活動で副会
長という大役を担う事になりました。何も分からない事だらけからのスタートですが、そんな一保護者であっ
た私が参加させて頂く事で、身近に感じて頂ける育成会を目指し、微力ながらお手伝いさせて頂きたいと思
っております。皆様にはご協力をお願いする事も多いかと思いますが、どうぞ１年間よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育成会副会長　河田真理子

　今年度、育成会副会長をさせていただくことになりました、河田真理子と申します。息子はカブ隊2年目
ですが、育成会役員は私自身初めてですので皆様にご迷惑をおかけしないよう、精一杯頑張っていきたいと
思います。子どもたちの活動を見守りながら、だれでも気軽に参加できる、育成会にしていけたら、と思って
おります。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。




