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10月1５，１６日　尾山台フェスティバル
奉仕などなど
ボーイ隊
BS隊　カモメ班　

　今回の警備を体験して、「止まってください」と言
った時に止まらない歩行者がいて、少し複雑な気持ち
になりました。でも、車やバイクを運転していた人た
ちがありがとうのジェスチャーをしてくれたのが嬉し
かったです。そしてみんなの役に立つことができて嬉
しかったです。

BS隊　カモメ班　

 今回は尾山台フェスティバルの交通整理に行って来ま
した。
久しぶりすぎて制服の着方を忘れていたり、思うよう
に動けなかったりと色々ありましたが、二時間キッチ
リボーイスカウトとして正しい姿が見せられたと思い
ます。
次はいつ行けるか分かりませんが、また行きたいです。

カブ隊
ＣＳ隊副長　清水恵子
　カブ隊は初めて尾山台フェスティバルに参加しまし
た。ブースのお手伝いです。ブース前で「ボーイスカ
ウトです」と声をかけたり、来てくれた人といっしょ
にロープ結びをしました。
　赤い羽根でもそうなのですが、知らない人に呼びか
けるのは勇気がいることです。行きかうひとが、そん
な姿を好ましく思ってくれているな、という手ごたえ
がありました。
　地域の団として大いにアピールできましたし、スカ
ウト活動に興味を持ってくださる方もいらっしゃいま
した。見学希望、入団希望のメールがたくさん来ます
ように(^o^)
　ハッピーロードを歩くと、ボーイ、ベンチャーがひ
とりで人の流れの中に立って安全を呼びかけていまし
た。一人でですよ。カブ隊は組での活動で、それでも
知らない人とお話しするのはドキドキするのに。ほん
の数年前、彼らがカブだった頃を思い出し、「あっと
いう間にねえ…」。少し涙目になりました。



１組　うさぎ　
　まわりの人達にロープを教えてきょうみを持ってく
れたので良かったです。学校の友達も入りたいと言っ
てくれたのでうれしかったです。
　ほかのお店もおもしろかったです。

３組 うさぎ　
　初めて尾山台フェスティバルのお手伝いをしました。
何人か来た人にロープ結びを教えてあげました。
人に教えるのはむずかしいと思いました。
みんなといっしょにできて楽しかったです。



10月2日　生田緑地で昼間の星を見よう
ビーバー隊 
隊長 草嶋隆行
　生田緑地です！天気にも恵まれ、絶好のハイク日和！
朝から夕方まで生田緑地フルコースの欲張り企画です。
まずは、登戸から歩き。生田緑地が近づくと登り坂に
なり、早くもバテはじめているスカウトも。。到着後、
まずはプラネタリウム。知ってることがあるとついつ
い声が出てしまうスカウトでした。次は屋上に上がっ
て星見学。星といっても昼間観察できるもので、木星
と太陽のフレアを望遠鏡で見せてもらいました。私も
初めての経験で、メラメラ燃えてるのを想像してまし
たが、シンゴジラのラストシーンみたいに、！！って
感じでした。広場でお弁当と少し遊んだ後はいよいよ
ハイクです。今まではあまり寄り道しないで展望台ま
で登ってましたが、今回は存分に寄り道♪６月にはホ
タル観察で賑わう湿地を通りましたが、とーても静か。
巨大カマキリがいっぱいいたくらいでしたね。道中で
スカウトに面白い生き物探そ、って指示してみたら、
みんな見つける見つける！自分も見ていたつもりでし
たがまだまだ甘かったです。展望台では遊具で遊ぶス
カウト達。まだ時間があったので、野鳥観察路も経由
して帰ってきました。
　藤子不二雄ミュージアムには行ったことがあるスカ
ウトはちょいちょいいましたが、生田緑地、他にも民
家園とか岡本太郎美術館とかあって、なかなか盛りだ
くさんです！　

ビーバー隊



カブ隊

ＣＳ隊副長　清水恵子
　１０月１日都民の日に、赤い羽根共同募金の奉仕をし
ました。今年は土曜日にあたり、例年お仕事で参加で
きない男性リーダーにも来ていただけました。土曜日、
さらにあいにくのお天気で少し人通りが少ないようで
したが、各組元気によびかけて、たくさん募金いただ
くことができました。
　カブ隊を卒業したスカウトがちょっとぶっきらぼう
に来てくれるのも、うれしいことです。おうちの方、
おじいさま・おばあさまも来てくださっていました。
　がんばっている姿を見てくださるのはスカウトにと
って大いに励みになります。今後の活動も、どうぞ遠
慮なくご覧においでください。

2組　くま　
　僕たち2組は尾山台駅で募金活動をしました。最初
はあまり募金が集まらなかったけど、電車が来て、人
が降りてからだとお金を出す準備ができないので、電
車に乗る人になるべく声をかけるようしたらお札を入
れてくれる人がいました。少しでも恵まれない人たち
の力になれてよかったです。

1組 しか　
　赤い羽根共同募金て頑張ったことは、二人で合わせ
て大きな声を出すこと。緑が丘駅で人通りが少なかっ
たけど、声が届き僕たちの頑張っている姿を見て、多
くの人に募金してもらった。近くのお団子屋さんも募
金。小さい子からお年寄りまで多くの人に募金してい
ただき嬉しかった。募金がたくさんの人に役立って欲
しい。

10月1日　赤い羽根募金

ビーバー隊 
隊長 草嶋隆行
　　食欲の秋だ！ということで果樹園です、年度頭に
企画したときには梨もぎとしていましたが、梨はとっ
くに終わっていました。。。ので、ミカン、キウイ、リ
ンゴなどの盛り合わせ狩りに変更しました。場所は二
回連続の登戸です。川崎市との癒着が疑われるような
プログラムですが、単なる偶然です！
　登戸で降りるとやはり、あれこないだも来たよね？
というもっともな指摘に、うん、きたよ！応えつつ、
今回は北に向かいます。津久井道の旧道に入っている
らしく、果樹園までの間に古そうな神社など街道の香
りを感じながら歩きます。
　果樹園に着くと、まずはおじさんの後で教わりなが
ら狩っていきます。まずはリンゴ。手でくるんと上に
ひねり上げて取ります。スカウトの手が届かないリン
ゴはリーダーが取ります。次はミカン。これは低いと
こに成っているので取りやすいです。その後、ユズ、
枝豆、キウイの順に取りました。どれが一番楽しかっ
たかな？

10月16日　秋の味覚狩り



10月９日　地図記号、ロープ、カブブック
ＣＳ隊副長　畑崎祐子
　「地図の読めない女」という本がありましたが、ま
さにわたしがそれで、このお題には頭を抱えましたが、
地図記号を覚える、という企画としてなんとかたのし
んでもらえたかとおもいます。記号をかるたとして組
ごとにとった枚数を競ったところ、とくいな子がいる、
人数が多い、といった組が圧勝。つぎは実地で役立つ
といいのですが。
　後半は、尾山台フェスでおしえるロープの練習とカ
ブブックを進める作業を。みんな真剣に取り組みまし
た。おうちでも、ぜひカブブックを家族ですすめてみ
てください。カブ隊の活動内容もご理解いただけると
思います。

2組　くま　
　地図記号のカルタをやってすごく楽しめました。楽
しく地図記号を覚えられて嬉しかったです。
　カブブックが少し進んだのでもっとがんばろうと思
いました。
　ロープもむすび方を3つおぼえたのでよかったです。

1組 しか　
　僕はカブの活動で、ひとえつぎとぼうむすびとモア
イむすびというむすびかたを完全にマスターしました。
嬉しかったです。何かに役立てたいです。

10月２３日　いかだづくり＆レース
ＣＳ隊副長　河西　淳
　　毎年恒例のいかだレース。去年から、午前中にい
かだを作り、そのまま午後、次太夫堀公園でレースを
行う、 という１日完結型のプログラムとなりました。
やはり、作ったその日にレースを行う方がテンション
が上がります。
　午前中のデザイン審査で総合１位は秋山ＤＬ。スカ
ウトの中でデザイン１位は１組の中嶋君。  両者とも流
れるような”速そう”なデザインで高得点を上げました
が、果たしてレースでは本当に速いのか？
　スカウト達が大騒ぎでいかだを作っている中、黙々
と、かつ緻密ないかだ製作に打ち込んでいた土屋隊長。
実はこのいかだレースに一番情熱を注いでいるのが土
屋隊長なんです。毎年、流体力学、船体構造学、一般
相対性理論、フォースの暗黒面を駆使した新機軸のデ
ザインを生み出し続けています。今回は昨年度よりレ
ース会場の水流が速くなっていることに着目して敢え
て水の抵抗を受けやすくして推進力を稼ぐ、「四角い
組み木細工」のようないかだを作っていました。ちょ
っと見は、観光地で売ってる民芸品みたいでした。
　尾山台小学校でいかだを作り、電車、バスを乗り継
いで次太夫堀公園。広い公園の築山でカブ弁を食べて
から、いよいよレース開始。毎年の事ながら、公園中
にスカウトの悲鳴のような応援の声が響き渡ります。
レースコースは流れが速く、途中わざと石やら木で障
害物を置いてハプニングを起こすのですが、今年はゴ
ール直前の橋の下に「悪魔の手」が隠れていました。
そのコースを通ってしまうと、橋の下から出てこな
い！　いくらそれまでダントツでトップを走っていて
も一気に最下位に落ちてしまうのです。
　そんな劇的なゴール前の逆転ドラマが何回かあって、
最終的にレースでは１組と２組が同点で同率１位、し
かし午前中のデザイン審査でわずか１点差で勝ってい
た１組が優勝をさらいました。 まれにみる接戦でした。
　ああ、それと土屋隊長の逆エアロダイナミクス組み
木細工いかだはどうだったかと言うと、船体が分厚過
ぎて川底をすり、しばしば座礁していました。土屋隊
長の研究はまだまだ続きます。
　 レースを終えてからは野川を歩き、多摩川の河原で
石切りをやり、葦のジャングルで遭難しかけながらも、
全員無事に時間通りに二子玉川まで帰り着き、密度の
濃い１日を終えました。



3組DL　白井康裕
　新米のDLである私は、最初、いかだを作ってレー
スをすると聞いて、厳しい大山登山に引き続き「危険
を顧みない勇気あるプログラムだなあ」と感心したも
のでした。ところが持ち物に水着や浮袋、あるいはラ
イフジャケットがないことをいぶかしみ、妻に「危険
管理はどうなっているのだろう」と呟いたところ、さ
んざん笑われてしまいました。問われているのは、命
がけの勇気ではなくて、クリエイティビティだと言う
のです。
　当日の午前9時。尾山台小学校のランチルームに集ま
ったカブ隊スカウトたちに渡されたものは、割りばし
7膳と輪ゴム14本。これを使ってスカウトたちが創
造性豊かないかだを作り、次太夫堀公園の水路に流し、
組別に速さを競うというのが隊集合の内容だったので
す。約1時間の制限時間内で、割りばしは切っても折
っても自由に扱ってよく、ただしボンドなど接着剤は
使わずに、輪ゴムだけを用いていかだを組み立てます。
　映画『スターウオーズ』の宇宙船、砲台を備えた戦艦、
アート系オブジェ、といった個性的な作品が完成する
と1組は赤、2組は青、3組は黄色に彩色し、いざレー
ス会場に出発です。レースは尾山台駅から二子玉川駅
を経てバスで20分ほど、世田谷区喜多見にある民家園
を中心にした公園の中にありました。ここは、この地
域の用水を確保するために造った堀の名にちなんでつ
けられ、約36,000㎡の敷地に650ｍの水路を有しま
す。
　その水路の一区画を使ってレースは行われました。
まず三つの組が組毎に1～6位を決める予選レースを
行い、次に1～3組の6～1位同士が本選を戦い、1位
は5点、2位は3点、3位は1点というように得点を競
います。ただし1位同士の最終レースは、各々10、6、
2点が加算されるというルールです。これにDL3名の
いかだレースも加わり、さらには隊長、副長によるデ
ザイン審査のポイントが加点されるという凝った内容
でした。
　いかだを走らせる水路は1ｍほどの幅、水深は10
㎝ほどでしたが、その流れは清らかでした。それもそ
のはず、この水は公園の北側を流れる野川を汲み上げ、
浄化装置で浄化して流しているからです。いかだがス
タートすると、スカウトたちは大声で声援を送り水路
の両脇をいかだのスピードと変わらぬ速さで走ります。
副長による臨時の障害物により順位に変化が生じると、
歓声と悲鳴が交錯し、レースの終盤には真剣度がピー
クに達します。
　結果は1組が優勝、続いて2組、3組という順でした。
終了後は往路はバスだった行程を、解散場所の二子玉
川駅まで歩いて帰ります。まず野川脇の遊歩道を歩き、
多摩川に至った後は、河川敷を歩いて河原で石切り（水
切り）遊びに興じます。そしてスカウトの背丈より高
い草が生息する草地に分け入り、サバイバル的なハイ
クも実施。興奮と刺激的なワイルドな一日は、こうし
て賑やかで都会的な夕暮れの駅前で楽しく終了したの
でした。

３組しか　
　ぼくが楽しかったのは、いかだレースです。ぼくた
ちの３組は3位だったけれど、あめを２こもらえてよ
かったです。
　でも、そのあと２時間ぐらいあるいてつかれてしま
した。

2組 しか 
　いかだレースでの組予選では、最初は6位だと思っ
たら1位だったので、信じられませんでした。運が良
かったです。いかだを作る時、割りばしを割るのを失
敗したのですが、その部分を利用して、いかだの後ろ
に取りつけたら、かっこよくなりました。



10月2日　地図の読み方
BS隊　トナカイ班　

　今回は地図の読み取り方を教わりました。例えばシ
ルバコンパスを使っての作業や地図の折り方などです。
特に難しかった作業は、地球の偏角を計算することで
す。慣れない作業でしたがなんとか出来ました。今度
のBSラリーでは、今回学んだ事を生かして頑張りた
いです。

BS隊

10月14〜16日　
日米フレンドシップパトローリー
ＢＳ隊 副長 保科 潔

　１０月１４日(金)～１６日(日)５団ＢＳ隊からスカ
ウト４名、指導者１名が米空軍多摩レクリエーション
センターにて行われた、ＢＳＡ秋季パトローリー世田
谷地区派遣隊として参加しました。テーマは、ポリネ
シアの勇士達です。目的は、東京連盟とアメリカ極東
連盟東アジア地区の交流をより増進することです。活
動プログラムは同じサイトのＢＳＡ、ＳＡＪスカウト
で混成班として行いました。入場時、指導者はパスポ
ートを提示しました。多摩レクリエーションセンター
内は米国に滞在している様な印象でした。天候に恵ま
れ、ボリネシアンゲームへの参加、ワッペン友情交換
会、土曜日のサイト別ポットラックディナー、キャン
プファイヤーをしました。評価、反省は、スカウトの
積極性をいかに指導者は、引き出すか、参加人数を増
やすかです。本当の米国を体感したキャンプに成りま
した。

BS隊　トナカイ班 

 二泊三日で、南多摩にある米軍施設で「日米パトロー
リー」のキャンプをしてきました。日米のスカウトの
仲を深めるキャンプだったので、アメリカの人達と交
流しながら、色々なゲームを楽しめました。言葉が通
じなくてもただ一緒に遊んでいるだけで、少しずつ仲
良くなれました。今回のキャンプでは、米軍施設とい
う滅多に入ることができない場所に入って、アメリカ
のスカウトと仲良くすることができたので、良い経験
ができたと思います。

BS隊　オットセイ班  

僕達は１０月２日、奥沢地区会館に集合し、地図の読み
方を勉強しました。リーダーによく教えてもらったの
で、夏のキャンプの時には分からなかった地図や座標
の読み方が分かり、嬉しかったです。今度のBSラリ
ーで活かせればいいと思います。



　　 会議報告
●団委員会・団会議　10月1日（土）19：00〜　尾山台地区会館第1会議室
　★　各隊報告
　★　50ｋｍハイク（ＶＳ隊）　11月12〜13日
　　　　　　　　　参加スカウト：横山君、岡田君、大浦君、
　　　　　　　　　保科玄樹君、保科光平君
　　　100ｋｍハイク（ＲＳ隊）　11月19〜20日・・・不参加
　★　ＢＳ講習会　10月30日　＠成城学園
　★　団キャンポリー　　候補地は決まっているが、予約は来年春以降
　★　東京マラソン奉仕（2月26日）　対象：ＶＳ隊、ＲＳ隊
　★　ＢＳ隊とＶＳ隊の進級課程が統一されます。
　★　5団のメーリングリストは今年いっぱいで終了となります。

　　
●育成会役員会  10月3日（月）　10:00〜12:00　 尾山台パイ焼き茶房 
　　　尾山台フェスティバル出店ブースについての最終確認
●団委員会・団会議　10月29日（土）19：00〜　尾山台地区会館第1会議室
　★　第17回日本スカウトジャンボリー（17ＮＳＪ）事前調査
　　　　　　　　　　　　・・・　参加人数、参加形態、等
　★　各隊報告
　　　＊ＣＳ隊に一名入団予定（11/6入隊式）
　　　＊ＢＳ隊の高尾山オーバーナイトハイク（11/19〜20）
　保護者の方のお手伝いお願いします。
　　　　＊ＲＳ隊、100ｋｍハイクの代わりに200ｋｍ自転車ハイクを企画
　　　　＊1月7〜9日にＢＳ、ＶＳ、ＲＳ隊合同のスキー訓練計画
　　　　　その他
　★　進歩に関する研究集会（12/10）
　　　ＢＳ隊とＶＳ隊の進歩課程が統一されることに関して　　
　★　尾山台フェスティバルの感想、反省点、今後の課題など
　　　（ＣＳ隊清水副長より）

★育成会より★
　   10月15、16日の尾山台フェスティバルでは、多くの方にいろいろな方面でご協力いただき、ありがと
うございました。カブスカウトの活躍もあり、お陰様で200名程度の来場者がありました。世田谷5団を地
域の方々に知っていただくよい機会になったのではないかと思います。
   ご協力いただいた方々の中で、何か改善点等のアイデア等がございましたら、お声をお寄せください。来
年度に活かさせていただきます。
　次の行事は、1月に行われます九品仏のバザーとなります。
　引き続き、ご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。
                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育成会役員会

会議予定
11月8日（火）　育成会役員会    　10:00〜    尾山台パイ焼き茶房 
11月26日（土） 団委員会・団会議　19：00〜　尾山台地区会館第1会議室




