July.2016
発行／ボーイスカウト世田谷第５団広報部

ビーバー隊
６月 1 ２日 シーターポン作り
ビーバー隊

隊長 草嶋隆行
恒例のシーターポン作りをしました。ビッグビーバ
ー隊は 2回目の子もいましたが、今年はお兄さんとい
うことで、一年生を手伝ったりして楽しい時間を過ご
せました。思い思いに画用紙の両面にクレヨンで絵を
かきます。今年の人気もやはり妖怪ウォッチでしたが、
そうでない絵も含めてみな思い思いに個性的な絵を書
いていました。
絵を書いたら穴があいた厚手のビニールに挟み四辺を
毛糸で縫っていきます。人生初の針仕事（？）のせいか、
最初はなかぬかうまくいかないスカウトが多かったで
すが、慣れていくにつれて上達してきました。
その後は畑に移動して草むしりをしながらの虫探し。
暑い中蚊に刺されながらもしっかり雑草を取ってくれ
ました！ジャガイモ、里芋、サツマイモを植えていま
すがジャガイモはそろそろ収穫が近そう！ 7月の料理
集会でジャガバターにでもしましょう！

６月２６日 池袋防災館へ行こう
ビーバー隊

隊長 草嶋隆行
防災の日などとは特に関係のない日ではありま
したが、スカウトで池袋にある防災館に行ってきまし
た。自由が丘から池までは副都心線で一本、便利にな
ったものです。今回はショートコースということで、
映画と地震体験でした。映画は東日本大震災、阪神淡
路大震災、関東大震災を振り返る、いう内容でした。
子供向けにアニメで楽しく、という形ではありました
が、テーマがテーマだけに怖かったスカウトもいたの
では？？その後、子供は震度６弱、大人は震度７を体
験しました。私は東日本大震災を再現したものを体験
しましたが、まさに暴力的！本当に大地震がきたら身
を隠すのも一苦労ということが良く分かりました！そ
の後は公園でお弁当と遊具遊び。みんな割とへとへと
になったのでは？？
お家に帰ったら家族みんなで防災について話し合
ういいきっかけになったと思います。

ビーバー隊 楳原

火事になったらどうするかとかを勉強できて良かっ
たです。

カブ隊
６月１１〜１２日

一泊舎営＠川崎青年の家

CS隊副長 河西淳

梅雨の合間の晴天となった６月１１～１２日、川崎市
青少年の家で一泊舎営を行いました。

プログラムは今回で３回目となる「ゲーム・オリンピ
ック」で、 ２日間にわたって１０のゲームを行い、金銀
銅合わせて３０個のメダルを奪い合います。
メダルは金３０点、銀１５点、銅５点と点数換算さ
れ、総獲得点数で最優秀組が決まります。

第１ゲーム、第２ゲームはジャンボトランプを使っ
た神経衰弱とスピード。ひとかかえもあるトランプを
体育館いっぱい使ってのゲームなので、運動神経とチ
ームワークが試されます。 序盤で抜け出したのが３組。
他の組の倍の点数を積み上げましたが、１日目最後の
「ナイト宝探し」で圧倒的勝利を収めた１組が１０点差
まで詰め寄りました。
翌１２日の第５ゲーム、第６ゲームはお馴染みの「川
わたり」「毛虫」。１５点差で３つの組がひしめきあう
混戦となりました。

第７ゲームはイタリア発祥の「恐怖の森」という新
ゲーム。食べ物を求めて ” カブの道 ” を突き進むカブ達
に、おばけ、骸骨、ミイラ、ゾンビが次々に襲いかかる、
という壮絶なゲームです。全員が一斉に参加するゲー
ムなので相当混乱するだろうと予想していたのですが、
案の定、カオス状態の２０分間でした。ゾンビのふり
に熱中する余り、次々とカブがまたいで行っても一向に
気が付かない等々、 審判をしながら見ているこちらも
存分に楽しませて貰いました。

第８ゲームは頭脳系ゲームの「３人のお母さん」。残
念ながら３組とも不正解でした。出題者としては、し
てやったり。スカウト達はくやしそうにしていました。

第９ゲームはスカウト達が俄然燃える伝統のゲーム
「もやいのガンマン」。たぶん、もやい結びのスピード
を競わせれば、世田谷５団が日本一ではないかと思いま
す。

そして最終ゲームが、これも伝統の「ダンス」。今回
は「光のみち」に合わせて創作ダンスを踊ります。前日、
当日と合わせて２時間足らずしか練習時間が取れません
でしたが、各組、真剣に取り組んでくれました。
その中で金メダルを獲得したのは２組。組み体操を
取り入れた完成度の高さが光ました。

１組と３組が激しいトップ争いを繰り広げ、最終ゲ
ームで２組が猛追した結果、１組１６０点、２組
１６０点、３組１８０点と、僅差で３組が最優秀組に
輝きました。

河西副長が半月間かけて制作した特大豪華金メダル
は舟橋組長の首に掛けられ、ゲームオリンピックは閉
幕となりました。

ゲーム・オリンピックは準備が大変で、準備中は必
ず ” もう今回で最後にしよう ” と思うのですが、当日の
スカウトたちの熱狂ぶりと各組が結束していく様をみ
ると、 ” 次回はここをこうしようああしよう ” と、すぐ
に次回の構想に入ってしまいます。
次回も乞うご期待！

２組 DL

長井朗子

新しく４月スタートとなった今年度での最初の宿泊
プログラム。うさぎにとっては５回目の活動で挑戦す
る ” 宿泊” しかも帰り道の ” ハイク ” と盛り沢山の活動で
したので、スカウト達の体力や気力、組の仲良し具合
など期待と不安で内心ドキドキしておりましたが、最
後まで頑張りきったスカウト達が頼もしく見えて本当
にホッとしました。昨年度は夏季舎営を経験した後の
１０月実施でしたので、一泊舎営で更に仲良し具合を深
める雰囲気でしたが、今回はゲームオリンピックの１
ゲーム毎に少しずつ組がまとまっていく様子で DL とし
ても観察しがいがありました。我が２組は１０種目の
うち、２種目で金メダルを獲得したのですが、残念な
がら総合では優勝ができず２位（１位３組、２位１＆
２組）。でも、金メダルを獲得した毛虫ゲーム（スカウ
トが四つんばいで前のスカウトの両足をもちながら連
なって毛虫になりながら各自決まった色の葉っぱを取
り、数を競うゲーム）とダンスゲーム（課題曲であるス
カウト曲 ” 光の道 ” に合わせて各組がダンスを披露し、
歌の歌唱力とダンスのチーム力、独創性を競うゲーム）
では、金メダルをキラキラ顔で受取る姿がとても微笑
ましく競い合う中で生まれる組の結束力を実感しまし
た。でも、何と言っても食事の前に必ず唄う ” ごはんの
歌 ” で、何が何だか分からずポカーンをした顔で聞いて
るうさぎが妙に可愛かったのが印象的です。笑。また、”
DLーデンリーダー” なのに ” 先生 ” と呼ばれて不思議な
気分になったのも良い経験だったかな。笑。とっても
疲れたと思うけど、よく頑張りました！（自分含む。笑）

１組うさぎ

ぼくは、しゃえいに行って、心にのこったことが二
つあります。一つ目は、ゲームオリンピックです。ゲ
ームオリンピックは、まけたり勝ったりしながらさい
ごは、三組が一位でざんねんでした。でもさいごまで
あきらめずにがんばれたのでよかったです。二つ目は、
ねた時にイイゆめが見れたのでよかったです。夏のキ
ャンプがとっても楽しみです。

2 組くま

6月11日から 12日にかけての一ぱくしゃえい、ぼく
はいろいろなゲームをやって楽しかったです。中でも
楽しかったのは、ジャンボトランプを使った二個の遊
びです。協力して二位になれてよかったです。難しか
ったのは、もやいのガンマンです。ぼくはそんなに速
くは結べないのでむずかしかったです。
ねる時もいっしょの組の人と、また一だんと仲良く
なりました。
ぼくは五年生だから来年はないけれど、楽しく交流
が深められた二日間でした。

三組しか

カブスカウトではじめてのとまりで川崎市青少年の
家に行きました。新しい友達とゲームやダンスをしま
した。ぼくはとても楽しかったです。

６月１９日

カブラリー＠砧公園

CS隊副長 清水惠子

今年のカブラリーは「ごみだけど ごみじゃない」
をテーマに砧公園で行われました。

世田谷区中のカブスカウトが団の枠をこえた２組ペ
アになって、「分別」「もえるごみ」「もえないごみ」
「資源ごみ」「再生」の５つのＣＰをまわり得点を競い
ました。
開会式。勢ぞろいしたスカウトに「こんなにたくさ
んの仲間がいるとは」とうれしく思います。

「優勝旗をゲットするぞ！」とスカウトを送り出した
あとは、副長は他の団のリーダーと協力してＣＰ４「資
源ごみ」を担当しました。
資源ごみについての理解を深めるゲーム、ではなく
(^_^;) 集積所にみたてたゴールに空き缶を走って運ぶ速
さを競う、体力系ゲームでした。

さて、スカウトが昼食をはさんでＣＰをまわった結
果は？？

閉会式で副実行委員長の土屋隊長が成績発表をしまし
た。
う〜〜ん。１７グループもあっては優勝は難しいで
す。

2 組しか

ぼくはカブラリーがとても楽しかったです。

理由は、ゴミでも使い道があるという事が分かったか
らです。

ゴミはゴミでもゴミじゃないと分かったからです。

皆さんもよく分かりましたか。

1 組うさぎ

ぼくは、今日カブラリーで楽しかったのは、もえる
ゴミのゲームです。もんだいがかんたんでした。

BS 隊 ６月５日

わんぱく相撲奉仕＆ハイク

BS隊 カモメ班

わんぱく相撲でプラカードが重かったので、少しつ
かれてしまいました。だけど、知ってるひとが出てい
たので、少しほっとしました。終わったあと障害物が
あるゲームをして、たのしかったです。１０キロハイ
クでは、疲れたけれど、最後まで歩けた実感があって
よかったです。

６月１９日

自転車ハイキング
@ 葛西臨海公園

BS隊 オットセイ班

普段僕は、電車通学で駅からも近いため自転車に乗る
ことが少なく前回の自転車ハイクも長距離には向いてな
い、極一般の自転車（やや小さめ）を使っていた。
しかし、今回は前回の反省を踏まえ自転車を新調した。
giant のクロスバイクを買った。

流石と言える走り心地で、尾山台～葛西臨海公園間の往
復 50 キロに及ぶハイクも筋肉痛を味わうことなく終了
できた。

しかし、結果論を言うと僕は膝と手を痛めて帰ってきた。
それは、時期に葛西臨海公園につこうかと言う橋のと
ころで、道路変換の際に転んでしまった。

下りだった道で少々飛ばしていたことと、道路変換が
あるのに気づけなかったことが原因と言えよう。

普段、自転車に乗らないこともありまだまだ、自転車に
乗る際の技術的な実力が足りなかったことがよく分か
る。

来年も自転車ハイクをやるだろうが、それまでには肉
体的な面もそうだが、自転車の技術を向上させたいと思
う。

BS隊 カモメ班

今回、葛西臨海公園まで自転車で行き、普段行かな
いような所を通ったり、レインボーブリッジを渡った
りと楽しかったです。
そしていつもと違う空気、景色に感動し、また行き
たいと強く思いました。

BS隊 オットセイ班

６月１９日、BS隊は葛西臨海公園に向けて自転車ハ
イクに行きました。尾山台を出発して、目黒通りを通っ
て目黒～高輪～品川 ～レインボーブリッジを渡って、
台場～湾岸道路～新木場～葛西臨海公園。帰りは湾岸道
路～豊洲～銀座～汐留～芝公園～品川～高輪～目黒～尾
山台で帰って来ました。臨海公園では、大観覧車前で昼
食を取り、石崎隊長とゲームをやりました。僕は、移
動教室の翌日だった事もあり、疲れましたが、良い体験
になりました。

BS隊 カモメ班

小学生がひとりだけだったので、最初はそんなすご
い距離行くのかな、と心配していました。でも、ベン
チャー隊のひとがいたので、いろいろ教えてもらった
りして、ぶじに４５キロたっせいすることができまし
た。途中での休憩で、ひとで知恵の輪をやったのがお
もしろかったです。自転車で４５キロははじめてなの
で、いい経験になったと思います。

会議報告

●育成会役員会
6月10日
（金）10：00～12：00
〇新旧役員引継ぎ
〇スカウト保護者への連絡について
〇平成 28年度育成会・団行事の参加について

尾山台パイ焼き茶房

●団会議・団委員会
6月18日
（土）19：00～ 奥沢地区会館第３会議室
★ 各隊報告
＊ ビーバー隊にスカウト2 名が入隊しました
★ 日本連盟の「平成 28 年度事業計画」について、団委員長より説明
★ 5団65 周年記念キャンポリーについて
実施時期：2017 年8月4～7日
候補地：前出の「長者の森」
「御胎内」の他「みずがき山」
「わらび平森林公園」
「金峰山荘」
「立原
高原」等を検討

会議予定
7月23日
（土） 団会議・団委員会 19：00～ 奥沢地区会館第3 会議室
9月初旬
育成会役員会

●７月は隊費の集金月です。
10日までにじぶん銀行への振り込みをお願いします。
詳細は5団ホームページ
（http://setagaya5.boy.jp/scout/）
でご確認ください。

