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11月6日　掘ったイモでスイーツを作ろう
ビーバー隊 
隊長 草嶋隆行
　　前日に一部リーダーとスカウトで実施したビーバ
ー畑でのサツマイモ掘り、特に世話もせずに植えっぱ
なしだったにもかかわらず、立派に収穫できました。
取れたてのイモを使ったスイーツ、ということでケー
キを作りました。
　まずはサツマイモを茹でて柔らかくします。皮を剥
いてミルクと砂糖を加えてこねます！こねます！スプ
ーンを使ってペースト状になるまで丁寧にこねていき
ます。ケーキの出来上がりを待てず、机にこぼれた砂
糖がスカウトには大人気！ペースト状になったイモを
アルミ箔の型に盛っていきます。これも丁寧に盛らな
いと美味しそうな形にならないので腕のみせどころ！
最後に焼き上がり確認の意味も込めて卵黄を塗ってオ
ーブンへ！焼き上がりまでは余った卵白を焼いてみん
なでつまみ食い。
　出来上がり～！焼きあがったケーキを一つずつラッ
プにくるんでいくと、街のお店に売っているような仕
上がり！とってもおいしかったです。お家でも作って
みようね

ビーバー隊

11月20日　都心ハイク
ビーバー隊 
隊長 草嶋隆行
　今回は趣向を変えて都心ハイクです。まずは溜池山
王から首相官邸へ。警備の警官の数に驚きながらも、
官邸入り口で記念撮影。正直子供を引率していないと、
写真撮ってもいいですか？とも言い出しづらい雰囲気
満載の中、訊いてみると、即答はいただけずに上の人
にお伺い。。OKでした！そこから国会議事堂前、憲政
記念館、最高裁判所、新国立劇場、英国大使館、千鳥ヶ
淵、靖国神社と歩いて昼食です。靖国神社奥の庭園で
おにぎりを食べました！庭園には茶室や土俵とかがあ
って、和装のご婦人方がいっぱいいました。
　元気を補給後は市ヶ谷へ！知ってる人は多いけど行
ったことない人も多い市ヶ谷駅脇の釣り堀にゴー！子
供用の金魚釣りを想定してましたが、スカウトの強い
希望により、大人向けの鯉釣りに挑戦！これは全員坊
主かな、と思っていましたが、釣れる釣れる！大きな
鯉を一時間で多い子は三匹、坊主はゼロでした。釣り
の後は四谷まで歩き、無事帰宅。都会とその中にある
自然を満喫しました。



カブ隊

副長 清水恵子
　１１月６日、こどもの国にてオリエンテーリングを
しました。まず入隊式があり、吉成くんを１組にむか
えていざこどもの国へ出発。驚異の晴れ男率いるカブ
隊はこのごろお天気に恵まれまくっていますが、この
日もぬけるような青空にぽかぽか陽気。
　こどもの国線を待つ長津田駅ホームはおちびさん連
れでぎっしり、園内あまりの混雑に、機関車型の園内
バスあかポッポ号が運休するというありさまでした。
この人混みに背を向け、静かなエリアを使ってオリエ
ンテーリングをします。
　今回は組ごとに９つのポストを順番（右回り左回り、
どちらでもよい）にまわり、無名戦士の像の前で写真
を撮るミッションを行い、時間内に戻る、という方法
です。１つめに行くポストがくじで決まると地図をに
らんで作戦をたて、三方向に散っていきます。途中他
の組とすれちがうことはあっても、追いつくことはな
いはずなので、昼食をふくめてずっと組だけの行動で
す。こういう時間を積み重ねて組の結束がかたまって
いくのだなあ、という気がします。さて結果は？９つ
全部のポストはまわりきれないだろう、さらに時間オ
ーバーする組もあるだろう、という予想は思い切りは
ずれ。
　三組とも全てのポストをまわり、ミッションをこな
し、時間内に戻ったので、順位は到着タイム勝負。早
く戻った順番どおりの１位１組、２位３組、３位２組
となりました。隊内では有名な難しいポストもノーヒ
ントであっさりクリアしたとか。
　なかなかやるな、カブ隊。次回はもっと難度を上げ
なくてはなりません。

1組うさぎ 
　ぼくは、今日1組7番からスタートになって7番を
見つけるのにまよってしまいました。でも、たどりつ
きました。それから6、5、4、3とまわり、そこでお
ひるごはんを食べて、2、1、10、9、8でゴールに行
きました。楽しかったです。

3組しか
　ぼくが今回の活動で大変だったのは、9番と10番の
とちゅうでした。なぜなら9と10の間の道が長かっ
たからです。
　1位かなと思ってゴールしてみたら、先に1組がゴ
ールしていたので、少しくやしかったです。

11月６日　オリエンテーリング＠子どもの国



副長 青木由美
　11月20日の活動は、多摩川ハイクの第1回目。前日
の雨から一転、小春日和の中、羽村から立川までの
19kmを歩いてきました。
　スタート直後の羽村取水堰は玉川上水の分岐点であ
り、くま・しかは教科書で学んだことを目の前で見る
機会となりました。
　続く羽村市郷土資料館では、多摩川流域の地形や歴
史、治水について熱心に学びながらクイズにチャレン
ジする子供たちの姿がありました。
　その後は限られた時間での行程を速度も緩めず歩き
続け、途中途中でのクイズにも挑戦するスカウトたち
は誠に立派でした。
　誰一人としてギブアップすることなく、想定してい
たスピードよりも速く歩き、ゴールの立川駅には予定
時間より30分以上も早く着くことができました。
　子供たちも実地に学ぶことができ、私たちも思いの
ほか成長した子供たちから多くを学ぶことができた1
日でした。

3組DL　白井康裕
　前日の冷たい雨と寒い一日が嘘のような明るい天候
に恵まれ、午前8時過ぎに九品仏駅を出発したカブ隊
は、約1時間半後に目的地に到着いたしました。まず
大井町線で溝の口駅に行き、南武線に乗り換えて立川
駅、そこから青梅線で羽村駅という行程でした。まだ
朝の時間帯で、空いている大井町線が多摩川を渡ると
き、前日との寒暖の差からか、川面には濃い霧が立ち
込めていて、車窓に浮かぶ光景は幻想的で美しいもの
がありました。
　しかし羽村駅に降り立ったときにはすっかり日も昇
り、冬日とは思えない暖かい一日の始まりとなりまし
た。まず向かった先は玉川上水の起点・羽村堰。江戸
幕府が開設され、当時、大英帝国の首都・ロンドンに
匹敵する大都市となった江戸は、人口増により水不足
に陥りました。これを解消する目的で白羽の矢が立っ
たのが多摩川でした。ここ羽村で取水された水は、現
在の新宿区までの43kmの上水路を通り江戸町内に供
給されたのです。
　羽村と新宿区の標高差は92ｍ。「水は低きに就くが
如し」ではありませんが、100ｍで21㎝下がる設計
の水路は1653年に完成しました。当時の測量技術の
確かさには驚くべきものがありますが、こうした歴史
に興味のある方は、ぜひ羽村市郷土博物館（Tel：
042-558-2561）を訪ねてみてください。カブ隊も羽
村堰から20分ほどの地にあるこの立派な建物を見学
したのですが、展示内容の見事さ、判りやすさには感
心したものです。
　見学を終え、いよいよハイクの本格的な始まりです。
多摩川の左岸、川を右に見て立川駅を目指し河川敷を歩
きます。全長19kmの行程はほぼ平坦な道のりです
が、スカウトたちにしてみれば、ほぼ未踏の距離。元
気でスタートはしたのですが、ゴールまで辿り着ける

11月２０日　多摩川ハイク



のかといった不安に、ほぼほぼ苛まれていたことに疑
いは入れません。「今、何時？」、「あと、どれくらい
で昼食？」という質問が頻繁だったことが、これを物
語ります。
　その昼食ですが、スカウトたちは福生南公園に到着
して、ようやくありつけたのです。羽村駅に到着して
から、すでに3時間ほどが経過していました。朝食を
抜いて参加したスカウトは空腹からか、一種の逼迫感
に囚われ軽いパニックを起こす者もいました。でも食
事を終えると現金なもので、残りの距離に挑戦する闘
志が芽生えたようです。ほころびかける隊列を何度も
整頓し、歌を歌い、言葉遊びに興じながら元気に歩い
たのでした。
　恐らく歩かなければ目にすることはできなかったで
あろう多摩川と河川敷の景観は、興味深いものがあり
ました。人が「水」を治めることで生活が始まり、そ
の「水」によって人と人の関わりが生まれたのです。
公園、バーベキュー広場、野球場、サイクリングロー
ドなどが河川敷にはあり、川堤に沿って戸建ての家々
や団地、学校やお店、工場などが連なっていました。
川は静かに流れていましたが、周りには賑わいがあっ
たのです。
　やがて遠くにビル群が見えてきて、モノレールの車
両の色が視認できる所まで来ると、ハイクも終点に近
づいていることが実感できました。多摩川に沿って羽
村市、福生市、昭島市を経て、ついに立川市に入った
のです。大人でもしんどい19㎞にも及ぶ6時間近くの
行程を、小さな身体を制服制帽に身を包み、カブ隊は
一人の落伍者も出さず歩き切ったのです。さすがに緊
張気味だったスカウトたちにも、ようやく安堵の表情
が広がります。
　当初、正直に言えば私は、ハイクの距離や時間につ
いて危惧する気持ちも否めませんでした。果たしてス
カウトたちにそれだけの体力、精神力があるだろうか
と。しかし移り変わる景観と、場所、場所での学習を
図るクイズの出題などあり、戦前の「行軍」めいた悲
壮感を感じさせなかったことが、完遂できた理由だと
思えたのです。私には自然の力の偉大さと、創造性の

大事さを、スカウトたちから教えられた一日だったの
です。

2組しか　 
　今日は久しぶりに沢山歩きました。歩いたキョリは
とても長くて、途中で足が痛くなりましたが何とかゴ
ールまでたどり着けました。そして間間に出てくるクイズもと
ても楽しかったです。

うさぎ 3組 　
　3組は2人しかいなかったけれど、クイズで1番正
解率が高くて優勝できたのでうれしかった。とても長
くて、途中で足が痛くなりましたが何とかゴールまで
たどり着けました。そして間間に出てくるクイズもと
ても楽しかったです。

ボーイ隊

ＢＳ隊 副長 保科 潔

　１１月６日(日) ＢＳ隊７名は尾山台駅に集合、スタ
ート場所を目指しました。オットセイ班は上野公園、
トナカイ班は池袋西口公園です。今回のラリーは、[東
京のいい所、再発見！東京といえば◯◯！] ＪＲフリ
ーパスを使用して都内を班ごとにめぐります。座標か
ら与えられたチェックポイントを各班選定し、時間内
に多くのボイントをまわる、チェックポイントで証拠
写真(スカウト入り)を撮り、本部にメールする。ボイ

11月６日　ＢＳラリー

ントの多い班の勝ち(マスト、フリー、ラッキー、ボ
イント有り)私はオットセイ班とハイキングしました。
不忍池ー神田神社ーボーイスカウト日本連盟会館ー靖
国神社ー武道館ー早稲田大学ー鬼子母神ー池袋駅構内
ー原宿ー新国立競技場と回りました。ゴールの赤堤教
会、制限時間内で入りましたが、残念３位までに入賞でき
ませんでした。次回は入賞したいです。



BS隊　オットセイ班　

　今回のBSラリーはJR路線を使って都内の名所を回
るという、全く新しい企画となった。4カ所のマスト
ポイントと、その他のポイトをまわって、赤堤教会を
目指し、ルートは各チームが自分たちで決めた。オッ
トセイ班は、小針くんの遅刻もあり、僕が始めの方か
らルートを決める役目をとった。地図は苦手ではなか
ったが、時間の使い方を少々間違えてしまった気もす
る。
　また、JR路線を使えるだけで、メトロは使えなか
ったので都心の内部はひたすら歩くということになっ

11月19〜29日
高尾山２０Ｋmオーバナイトハイク
ＢＳ隊　副長　保科　潔
　１１月１９日(土)ＢＳ隊は高尾山２０Ｋｍオーバー
ナイトハイクに行くため、尾山台駅前２１時に集合Ｂ
Ｓ隊８名、ＶＳ隊２名、リーダー３名、神田副長が人
数確認して出発しました。渋谷駅経由でＪＲ高尾駅に
向かいましたが、途中までかなり込みました。２２時
３８分高尾駅着、石崎隊長が加わり２２時５７分高尾
駅出発、ここから登りの街道歩き、小仏バス停０時２
分、CP１小仏峠林道入口０時３０分に着きました。こ
こでＶＳ隊山田隊長と飯田副長にカレーうどんをごち
そうになりました。トロミの有るスパイシースープを
飲み干すと、眠気が飛び、心も体も温まりました。Ｖ
Ｓ隊ありがとうございました。ＲＳ隊２名がここから
参加しました。全員ヘッドランプを点灯して登山道に
挑みます、小仏峠まで４０分キツイ登りになります。
ＣＰ２城山山頂で観望会をしました。前日の雨から晴
天になり、星図を見ながら、北斗七星から北極星を探
したり、オリオン座、昴(スバル )を鑑賞しました。一
丁平、もみじ台を経て、ＣＰ３高尾山山頂に着きまし
た。３時３０分山頂発、１号路で下山しました。ＣＰ
４清滝駅、ＣＰ５高尾山口駅に４時３０分頃に着きま
した。始発５時７分に乗って渋谷駅経由で帰りました。
尾山台駅７時５分解散しました、６年生スカウト、よ
く頑張りました。皆様のご支援に、感謝いたします。

BS隊　カモメ班　
　今回はナイトハイクで、昼とはちがう楽しさがたく
さんありました。夜に登ると視界が悪く、歩きにくく
なりますが夜にしかないものもたくさん見ることがで
きました。それは月や星、夜景です。満天の星空の下
を歩くことができて嬉しかったです。そしてナイトハ
イクで高尾山を登りきることができた時の達成感は凄
かったです。

BS隊　トナカイ班　
　今回のオーバーナイトハイクは23時から4時まで
歩き続けました。
　思ったより眠くならず、特に寒いということもありません

た。特に大変だったのは、武道館から、池袋まで早稲
田通りと目白通りを併用して歩いたことだ。僕の学校
の近くということで、迷いはしなかったが疲れました
ね。非常に。全てのポイントについて話す訳にはいき
ませんが、初めて行った身近な名所に興奮するばかり
だった今回のラリー。班長となる来年もこのような企
画を期待している。
　最後に、運営の方々。寒い中本当にありがとうござ
いました。



でした。
　歩いてる途中ではオリオン座がはっきりと見え都会
では見られない景色を見ることが出来ました。また休
憩地点から一望出来る夜景もとてもきれいでした。
　山頂に着いた時はとても疲れていました。下山するときは
登る時よりも足が疲れました。家に帰ってベッドに入ったと
きはとても幸せな気持ちでした。

BS隊　トナカイ班　
　今回のオーバーナイトハイクは、とても寒く眠くな
る事がありました。途中で配給されたカレーうどんが
体にしみました。僕は、お腹を壊しやすいので、心配
でしたが、歩いたら暑くなる程だったので、安心しま
した。残念だったのは、班員を置いていってしまった
ことでした。結果的に無事下山も出来たので本当に最
高のオーバーナイトハイクでした。

BS隊　オットセイ班　
　三時間の仮眠をとって迎えた今回のオーバーナイト
ハイク。肉体的な成長と夜に強くなったことから、歩
いてる時に睡魔に襲われることなくゴールを迎えるこ
とができた。なんの問題もなく制覇出来た自分の成長
を感じた。ただし、ぬかるんでる地面の上での歩行で
の注意が少なかったと思う。何回か、路上で転ぶこと
があった。暗闇の中でのハイクなため足の置き場所を
誤っての転倒だと思う。足元注意！！
大切ですね。残すオーバーナイトは一回、来年も楽し
みたいです。

BS隊　オットセイ班　
　僕は１１ 月１９日～ ２０日の高尾山２０㎞オーバー
ナイトハイクに参加しました。高尾駅からCP1小仏峠 
林道入口まで行き、VS隊のリーダーが用意して下さっ
たカレーうどんをごちそうになりました。スープはス
パイスがきいていて体の中がとても温まり、登る気力
がより出ました。
　CP2城山山頂で星を見ました。普段では見られない
星空を見ることができ、気分が上がりました。そして
CP3高尾山山頂に着き、とてもすがすがしい気持ちに
なりました。下山では坂が急で足が痛くなりましたが、
高尾山口駅に着いた時は、昨年よりも疲れていません
でした。ですが電車に乗ると暖かくて熟睡してしまい
ました。今年のオーバーナイトハイクはとても良い経
験と思い出になりました。 来年のオーバーナイトハ
イクがとても楽しみです。

BS隊　カモメ班　
　ぼくははじめてだったので、あまりわからず母に昼
寝して行きなさいと言われたけれど、寝なかったので、
あとで眠くなってしまいました。ですが、カレーうど
んを食べて、辛くて、目がさめました。山は歩かない
と寒くて、歩くと暑くなるので、服装管理が大変でし
た。でも、はじめて真夜中を歩いて、たのしい経験が
できて良かったです。



ベンチャー隊

ベンチャー隊　
　私は3回目の50キロオバーナイトハイクに参加しました。
スタートとゴールを入れると8カ所を回るタイムレースです。
私が1番苦労したのはチェックポイント2の富士見公園で
す。CP2の近くで道を間違えてしまいました。でも他の所は
仲間と下見をしたので間違えることはありませんでした。お
陰様で７位に入賞しました。帰りは花俣団委員長に家の近
くまで送ってもらいました。花俣団委員長、山田隊長、飯田
副長、ありがとうございました。

ベンチャー隊　
　僕は、１１月 １２～ １３日の５０㎞ONHに初めて出
場しました。中学生の時に陸上競技で３０００ メートルを
走っていたので、長い距離には少し自信があったのですが、
夜の５０㎞はさすがに遠い道のりでした。ゴールポイント
の成城教会では、疲れでふらふらになりましましたが、兄に
最後までついて行き、８位に入賞する事ができました。花
俣団委員長、山田隊長、有り難うございました

ベンチャー隊　
　今回の50kmONHは今までで一番ツラい回でした。具体
的に言えば（読んでる側には伝わらないでしょうがw）スタ
ートの芝公園～CP1の富岡八幡宮まで断続的に走り続けた
り、最後の方時間ギリギリでゴールまで歩いたり…今年は
さすがにイヤになりました。でもなんだかんだ歩くものです。
順位こそダメでしたが今年もきちんと歩けました。

11月12〜１３日　50kmハイク
　なぜ徹夜して50km歩くのか。問われても納得できるよう
な答えは返せません。しかしながら、歩いてみれば病みつき
になる、これだけは言えるものだと思います。
　今回歩きながら、来年は絶対出ない！と決めていましたが、
来年も出るだろうなぁという気が今からします。
　こんな脈絡の無い文章の結論と致しましては、辛かった
けど、いつも通り楽しかった。です。

ベンチャー隊　
　11月12日に50キロオーバーナイトハイクに参加しました。
僕は今回初めての参加で、岡田くんと横山くんと共にハイク
をしました。ハイクは完歩することができましたが30キロ地
点から眠気と足の痛さとの闘いでした。気が弱くなってゴー
ルしてるビジョンが見えませんでした。
　けれど最終的には完歩できたので人間は耐えればどうに
かなるとわかりました。できましたが30キロ地点から眠気と
足の痛さとの闘いでした。気が弱くなってゴールしてるビジ
ョンが見えませんでした。
　けれど最終的には完歩できたので人間は耐えればどうに
かなるとわかりました。



●育成会役員会　　　11月8日(火)10:00～　尾山台パイ焼き茶房
☆　尾山台フェスティバル反省
☆　休隊中の会計について
☆　12月ビーバー・カブ合同のクリスマス会でのクッキー配布について
☆　九品仏バザーについて

●団会議・団委員会　11月26日(土）19：00～　尾山台地区会館第1会議室
★　育成会より、提案その他（内容については上記育成会役員会参考）
　　　　＊　5団HPに各隊の年間活動予定を掲載してはどうか？
★　17ＮＪ（日本ジャンボリー）事前調査、申し込み
　　　　　5団は、スカウト15名、リーダー3名（計18名）で申請
★　東京マラソン（2/26）奉仕申し込み（VS隊、RS隊）
★　団面談（来年2/1～2/10)　各隊リーダーは出席のこと
★　『セーフ・フロム・ハーム（危害から守る）』の導入について：　
　来年度からリーダーは『セーフ・フロム・ハーム』の講習を受けなければリーダー登録出来ない。

★育成会より★
＜尾山台フェスティバルブース参加＞
　10月15(土)16(日)に尾山台ハッピーロードで行われた尾山台フェスティバ
ルに、昨年に続きブースを設け、ロープワークを来場者に体験してもらいました。
リーダーやカブ隊、育成会の皆さんの指導の下5種類のロープ結びに挑戦、お
菓子をあげながら一緒にいらした親御さんに入団のご案内をしました。
　両日とも大勢の人たちで盛況となりました。頂いたご意見等は来年度に生かし
たいと思います。お手伝いしてくださった皆様、ありがとうございました。

会議報告

  

12月17日（土）　団委員会・団会議　 19：00～　尾山台地区会館第1会議室
  1月13日（金)　育成会役員会　　　10:00～　場所未定
  1月28日（土）　団委員会・団会議　 19：00～　尾山台地区会館第1会議室

会議予定




