Oct,.2016
発行／ボーイスカウト世田谷第５団広報部

ビーバー隊 / カブ隊 / ボーイ隊合同行事
９月１１日 カントリーデー
ビーバー隊

隊長 草嶋隆行
５団恒例のカントリーデーです。ボーイ、カブ隊
と合同で、多摩川河川敷までゴミ拾い奉仕です。誰が
言い出したか、カントリー、というのは田舎、とか国
ではなく、缶取り、のダジャレとのことです。
２つに分かれて、等々力渓谷と目黒通り経由で多摩
川河川敷を目指します。私は等々力渓谷隊になりまし
た。等々力渓谷を抜けるまではほとんどゴミはなく、
ただのハイクに近い感じでしたが、渓谷を抜けると大
物も含めて色々なゴミが出てきます。出てきたゴミは
分別してボーイ隊が持つ袋へ。
河川敷では合同でゲームです。今年のビーバーラリ
ーでやったもので、新聞紙でつくった玉を相手コート
にひたすら入れるというシンプルなゲームですが、シ
ンプル故に盛り上がったと思います。
隊を跨いだ行事ということで、カブやボーイのお兄
さんと一緒にゴミ拾いしたり、ゲームをしたりと、普
段とはちょっと違う有意義な活動になったと思います。
私も上進したスカウトと久々に話せて楽しかったです

カブ隊
副長 柳澤パトリッィア

9月11日はカントリーデイで奉仕活動としてゴミ拾
いを行いました。

等々力駅玉川総合支所前に集合、ビバ、カブ、ボーイ、
一緒に活動しました。次にチームを２つに分けました。
A チーム（ 3 組）ゴルフ橋から等々力渓谷を通りまし
た。道がとてもきれいだったので拾うゴミがほとんど
がない。
B チーム（ 1、2 組）目黒通り、等々力不動前を通り
ました。ここはゴミがありました。道中雨が降りまし
たがすぐやみました。
多摩川河川敷で合流して雪合戦ゲームをしました。

私は東京はきれいなのでいつもびっくりします。い
つか飛行機にのってみんなをイタリアにゴミひろいに
つれて行きたいですね。
３組うさぎ

ゴミが落ちているのが、入ってはいけない場所が多
くて大変だったけれど、きれいになるのが気持ち良か
った。
1 組 くま

今回のボーイスカウトは、カントリーデーでした。

たくさんのタバコやゴミがありました。

ぼくは、なぜポイ捨てをするのかなと思いました。

ぼくたちがこの活動をしなければいけないのは、地球
が汚れているからだと思います。いろんな人に気を付
けてほしいです。

ボーイ隊
BS隊 オットセイ班
今回のカントリーデーは僕自身初めて、3 つの隊（ビー
バー、カブ、ボーイ）をまとめて仕切ることになりま
した。小学校低学年の子たちは、ゲーム感覚でゴミを
たくさん集めてくれてとても助かりました。第一に、
誰も嫌がらずに進んでごみ拾いを積極的に行ってくれ
て良かったです。しかし、反省点として、少しばかり
道を広がって歩きすぎたかなぁと思いました。まだま
だ未熟ですが、来年班長をやる身として有意義な時間
を過ごせました。
BS隊 カモメ班
ぼくは、ビン・カンのゴミ袋を持つ係でした。ワイン
のビンを拾った時にはおどろきました。たのしかった
です。

ビーバー隊
９月 25 日 ハンバーガー工作
ビーバー隊

隊長 草嶋隆行
雨混じりの肌寒い日が続いたせいか、三人のスカウト
が発熱で休んでしまい、スカウト三名での活動となりました。
何を作るのかと思ったら、保科副長が持ってきたのはなん
とハンバーガー！新聞紙とカラーテープで作ったものです。
作り方も新聞紙をくしゃっと潰して成形し、テープで色を出
すだけではありますが、これがなかなか奥が深い！まずは、
野球とサッカーボールを手始めに作ったあと、ハンバーガ
ーに挑戦です。成形がちょっと難しかったけど、思い思いの
ハンバーガーができました。
工作の後は作ったボールで三角ベース！まだまだ遊び足
りない感じではありましたが、お迎えの
時間ということで、おしまいにしました。
保科副長によると、スカイツリーも作れるみたいです！ス
カイツリーに限らず、シンゴジラとか色んなものに挑戦でき
そうです。

カブ隊
９月 25 日

大山登山

ＣＳ隊副長 三園真也
大山と言えば丹沢、丹沢と言えば山蛭。本来梅雨時に多
発する蛭なんですが、最近の長雨はもはや梅雨と同じ環境。
実際、登山サイトの書き込みで 22日に大山近辺で山蛭が
10匹もウェアに付着していたとあった。
「見えざる敵との戦い」
長袖、ゲイター、グローブ、肌を極力出さないよう装備の見
直し。
そして、相手を知る為に検索、検索。
フムフム、噛まれても気づかないのは山蛭が噛む時に出す
ヒルジンなる成分の麻酔効果で、更に血液凝固阻止の働き
があるから無理に払い落とすと出血が止まらず大変な事に。
やっぱりヤバイやつ・・・
登山当日、雨上がりの翌日で気温も上昇し山蛭出現の好条
件。
登山開始時、スカウト達には余り恐怖心を植え付けるのも
良くないかと思いそれとなく山蛭対応法をレクチャー。
万全の装備をしているのは自分だけだったのは心苦しいと
こ。

あっ、スカウトの為に塩水だけは用意しました。
で、結果。
見る影もなし。笑
無事大山登山を終える事が出来ました。
そなえよつねに。

２組 DL 長井朗子

前日まで梅雨の様に降り続いた雨も、登山を応援す
るかのように晴れ、頂上に到着する頃には日焼けをす
る程カンカン照り。。。

大山登山は私にとっては実は初めてでしたが、天候
にも恵まれスカウト達と共に爽やかな時間を過ごす事
ができました。
２組は５名の参加でしたので大勢で仲良く協力しな
がら電車内での山クイズを解いたり（２組は正解率
NO.1 でした！）

登山中もケンカすることなく元気玉（あめ玉）を分
け合ったり、ドロドロの土道を ” もうすぐドロドロブ
ラウニーが来ます！ ”” ウ◯◯ゾーンに突入しまぁ
す！ ” など声を掛け合いながら登山。笑。朝７：００に
集合し帰りは夕方６：００までの終日活動。

疲れ過ぎてハイテンションなのか無理やりチカラを
振り絞ってるのか分からなかったですが、帰りの電車
内でも元気一杯。

スカウト達の体力に感心した自分を思い出しながら、
今、激しい筋肉痛でバキバキの身体と闘っているので
した。笑 きゃー運動不足！
３組 くま

ぼくは、今回初めて改修された大山を歩きました。

改修された大山は、以前よりもずっと歩きやすくなっ
ていました。
今回の登山では、野生の鹿を見れたことが、とても
よかったです。
２組 うさぎ

ぼくは大山に登りました。

ずっと天気がわるかったので、どろんこの沼にはま
ってしまいバッグもズボンも汚れて大へんでした。
予定通りに帰れなかったけど、みんなぶじに帰って
これてよかったです…。

会議報告
団委員会・団会議
9 月 3 日（土 ) 19：00～ 尾山台地区会館第 1 会議室
★ 各隊夏期行事報告
★ けやきネットについて
会館使用に際して、今後は登録カードを提示する必要あり
★ BS ラリー（ 11/6）
日米フレンドシップパトローリー（ 10/14～16）参加予定
VS 50km ハイク
RS 100km ハイク
★ 尾山台フェスティバル（ 10 月 15、16 日）
ブース参加について、育成会役員より説明
育成会役員会
9 月 5 日 ( 月 ) 10:00～12:00
尾山台フェスティバルについて

自由が丘メロウブラウンコーヒー

会議予定
10 月 1 日（土） 団委員会・団会議 19：00～ 尾山台地区会館第 1 会議室
10 月 3 日（月） 育成会役員会
10：00～ 尾山台パイ焼き茶房
10 月 29 日（土）団委員会・団会議 19：00～ 尾山台地区会館第 1 会議室

★育成会より★

― 尾山台フェスティバルについて ―

10月15日、6日の尾山台フェスティバルに世田谷５団として今年もブースを設けます。昨年同様お祭りに
来てくれている子供たちに「ロープワーク」を体験してもらい、５団のボーイスカウト活動を知ってもらいな
がら入団への案内をいたします。ブースではカブ隊と保護者が対応し、内容は主に「ロープワーク」( 保護者
でもできる簡単なものです)の説明と景品渡しです。
また、ハッピーロードの交通整理があり、こちらは昼はボーイ隊、夜は保護者で担当します。
ブースではビーバースカウトや下の小さなお子さまも保護者同伴で参加、遊ばせることができます。(スカウ
トは制服制帽で参加してください)
以下のシフトを組んでいます。まだ人員不足ですのでお手伝い可能な時間がありましたら短時間でもかまい
ませんので是非ご連絡ください。よろしくお願いいたします。
15日( 土 )
① 11:30～14:30(ブース)
② 14:30～17:00(ブース)
③ 17:00～19:00(ブース)
④ 17:00～18:00( 交通整理 ) → 1 名募集
⑤ 18:00～19:00( 交通整理 )

16日(日)
① 12:00～14:30(ブース)
② 14:30～17:00(ブース) → 1 名募集
③ 17:00～19:00(ブース)
④ 17:00～18:00( 交通整理 ) → 1 名募集
⑤ 18:00～19:00( 交通整理 ) → 1 名募集

★ 10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 願いいたします。詳 細は5団ホームページ [http://
setagaya5.boy.jp/scout/］でご覧ください。
育成会副会長 太田 河田

