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11 月 4 日 割り箸鉄砲作り
ビーバー隊

ビーバー隊隊長　草嶋隆行

　割り箸と輪ゴムを使って鉄砲を作りました。工作の
難度としては割と簡単ではありますが、割り箸を切る
ハサミなどの道具の正しい使い方を習得していきます。
鉄砲を作った後に、紙コップを使った的を作ります。
各自思い思いの絵を書いて的を作ります。
　そして、机の上に的を並べて射的ゲームです。すぐ
に当てるスカウト、当たらないスカウトなど、まちま
ちでしたが、皆夢中で撃っていました。また、リーダ
ーも童心に戻って参加しました。
　その後、短い時間でしたが、猫じゃらし公園に移動
し遊んだ後、解散となりました。

11 月 25 日　都心ハイク（東京タワー）
ビーバー隊隊長　草嶋隆行

　保科副長の提案で 3年ぶりに東京タワーに行きまし
た。勿論、スカウトなので、展望台までは階段で登り
ます！見事な快晴の中、芝公園までまずは電車で移動
しました。今回も保護者の方の引率協力を頂いたおか
げもあり、12名全員が参加した割には電車移動マナー
はよく出来たと思います。
　到着後、芝公園内の古墳に寄りながらいよいよ東京
タワーに到着しました。外階段は 600 段！途中途中で
ゴジラの身長と同じ高さ、みたいな表示もあり、楽し
みながら登り切りました。
　快晴で抜群の見晴らしと、強化ガラス床のスリルを
満喫した後、再び階段で下界に戻りました。昼食を挟
んで、愛宕神社経由で放送博物館に行きました。私自
身は愛宕神社は初めてだったのですが、見上げてドン
引きの出世階段を皆で元気に上りました（ 84 段）。
　その後、放送博物館へ。スタジオを体験したり、展
示をみたりした後、帰途につきました。
　階段ずくめの一日でしたが、引率協力頂いた保護者
の方々含め、翌日の脚は大丈夫だったでしょうか？？
カブ隊以降の活動でもまずは歩く力が重要になります
ので、また年度末までに企画します。



1 １月 1 １日　オリエンテーリング
カブ隊

ＣＳ隊 副長　清水恵子

１１月１１日、こどもの国にてオリエンテーリングを
しました。
今回は組ごとに１０ヶ所のポストを指定の番号から指
定の順番にまわり、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
で四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
はないはずのしかけなので、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？二年前の同様の企画で全組おそろしく早
く戻ったので今回も…と思っていたら、第３ポストへ
の道が通行止めというハプニングもあってか最後はダ
ッシュの組もありました。
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、４位４組となりました。
そのあとはロープゲーム。１、２組対３、４組の合同
チームでのリレー対決は大声で仲間を応援して盛り上
がりました。
最後に優勝組には無名戦士の描かれたすてきなメダル
が授与され、誇らしげに組旗に取りつけていました。

3組　しか　

たくさん走って疲れた。でも楽しかった

4組　うさぎ

今日はこどもの国へ行きました。晴れて良かったです。
ぼくが今日一番楽しかったのは、電車の中で友達と話
をしたことです。
オリエンテーリングは地図が難しく、ちょっと疲れて
しまいました。

1 １月２５日　多摩川ハイク
ＣＳ隊 副長　清水恵子

１１月２５日、多摩川ハイクに出かけました。
多摩川を上流から河口まで歩こうという企画の３回目
です。
南武線の矢野口駅を出発、すぐ多摩川に出てそのまま
右岸を歩いて行きます。
とてもいいお天気で、スカウトはスカイツリーも東京
タワーも見えたとか。

（近眼の私には確認できず (@_@)）

途中大きな堰（せき）を二つ見学して、とても詳しい
方（隊長のことです）から説明を聞きました。
二ヶ領せせらぎ館では、係の方のお話を聞き、展示を
見ました。
床一面にひろがる多摩川まるごとの航空写真はいくら
見ても飽きない！
夏季舎営で出かけた丹波山村や小河内ダム、１回目、２
回目の多摩川ハイクで歩いたところ、私たちの住む玉
川地域もくっきり見えて、皆思い思いのポイントを眺

めました。
午後はひたすら歩きましたが、元気玉で力を取り戻し、
疲れたとか足が痛いとかいう声は（あまり）聞かれま
せんでした。

「すれ違う自転車や車に『こんにちは！』と声をかけて
返事をもらえるか遊び」とか「周りを大量に飛ぶ小さ
な虫を正帽で！どれだけ捕まえられるか遊び」とか自
分たちで楽しく歩く工夫？をしていたら歩ききってし
まった、ようなスカウトもいました。
もちろん参加１５人の全員がそうではありませんでし
たが、それぞれ自分なりにつらさを我慢して多摩川駅
まで１６．９ｋｍを歩くことができました。

3組DL　高木裕美

恒例の多摩川ハイクに出かけました。晴天で風はほと
んどなく、絶好のハイキング日和。昨年のゴールだっ
た矢野口駅からスタートです。
多摩川に出てしばらく歩くと二ヵ領上河原堰に到着。
清水副長と隊長がクイズを出して下さり盛り上がりま
した。途中に立ち寄ったせせらぎ館では、係りの人か
らお話を聞きました。
スカウト達は真剣な表情で聞き入り、多摩川に関する
地図を見たり望遠鏡で野鳥を観たりして楽しみました。
今年は広い歩道が多く、昨年のようにズボンにひっつ
き虫が付くことも帽子が飛ばされることもほとんどな
し。仲良くおしゃべりしたり景色を楽しみながら順調
に歩き、予定よりかなり早くゴールの東急多摩川駅に
到着しました。

「去年より楽だった」「余裕だった」という声も多く、
さすが５団のカブスカウトは健脚だなぁと感心しまし
た。

2組　しか 

僕は途中で足が痛くなって、みんなと一緒のコースを
歩けなかったけど、玉川沿いを歩けて良かったです。

１組しか　

多摩川ハイクでは、「今日はがんばって歩こう」と思
いました。遊びながら歩いてとっても楽しかったです。
休けい時間の元気玉ジャンケンのときに、ジャンケン
で負けちゃったけど、あめ玉が貰えてうれしかったで
す。
二子玉川が見えたときゴールだと思ってヤッターと思
ったのに違ってがったりしました。でも、最後の力を
ふりしぼって多摩川駅まで歩きました。電車の中では
疲れてねむたくなりました。これからもっと歩いて筋
肉をつけたいと思いました。



ボーイ隊 BS隊 トナカイ班 
今回三浦へ行き、他の団と活動をしたが、正直あまり
一緒に行動すると、めんどくさいのではないかとか、
上手く動かないのではないかとか、仲良く動けないの
ではないかと心配していましたが、そのような考えが
吹っ飛ぶくらい仲良く協力して動けたと思います。
僕が一番楽しいと思った魚釣りは絶対に釣れないと思
ってました。しかし、大きな魚が釣れてとても楽しか
ったです。
そして僕たちは最優秀賞をとったが、まだまだ班長と
してしっかり動けたかと聞かれたら、私はハイとは言
えませんでした。班をまとめるのは簡単だと思う人も
いると思うが、身の安全や、楽しみ方、話題を作るこ
とリーダーであることを自覚して動く必要があります。
僕は来年班長になるが、班長へのスタートラインに一
歩近づけたと思います。

BS隊 トナカイ班 
今回のキャンプは、夏以来の十一団との合同キャンプ
でした。
初めましての人も多く、最初はあまりなじめず、十一
団の人としゃべることはありませんでしたが、次第に
打ち解けていき、少ししゃべることができました。
また、つりや肝試しなど、五団だけではやらない企画
も多く、とても楽しかったです。
特に夕飯は、鳥の丸焼きやパエリアなど、普段食べな
いものを食べることができ、良かったです。
一泊だけだったのが少し残念でしたが、とても楽しい
キャンプでした。

11 月 3〜4 日　秋季隊キャンプ（ 11 団合同）
@ 三浦半島
BS隊 オットセイ班 
今回は、合同キャンプでした。まずは、三崎口から歩
きでキャンプ場まで行きました。7 キロほどだったの
で楽かと思いましたが、荷物を持っていると最後の方
はきつかったです。そのあとは、せつえいをしたので
すが、ポールとペグがなくてとても困りました。最終
的には、ロープのやり方も学べて良かったです。1日目
は、肝試しがありました。まあ、怖かったです。2日目
は、朝釣りでした。ぼくは、これを一番楽しみにして
いたのですが、明るくなってからやったので、全然釣
れませんでした。また、空も嫌な空気になって来まし
た。帰りのハイクを始めるときは、雨は降っていませ
んでしたが、駅に着く頃には、びしょびしょでした。
これも一つの経験と前向きに捉えたいと思います。

BS隊 オットセイ班
今回の秋キャンプでは、日本ジャンボリー以来の 11団
との合同キャンプでとても楽しいものとなりました。
特に初日の肝試しでは、5団と 11団のスカウト同士が
ペアになる組もあって、関係を以前よりも深められた
と思います。
人生初の釣りもし、釣りとは忍耐力が必要なスポーツ
だと知りました。結果としては、1匹釣ることが出来、
初めての釣りにいいイメージがつきました。そして、
このキャンプは行きも帰りも計16 キロの歩きという
大変なことをしましたが、歩きながら、畑を見るなど
良い経験になりました。
次回も楽しみながら、学ぶことを忘れずにキャンプに
参加できるといいです。

BS隊 オットセイ班 
今回の合同キャンプでは、夜プログラムや釣りなどた
くさんのプログラムがありました。
一番印象に残っているのは、夜プログラムが終わった
あとの反省会のときでした。反省会は、学年毎にリー
ダーの所へ行って反省や改善点など言い合うものでし
た。僕がキャンプで感じたことは遊ぶときに少しやり
過ぎてしまうということでした。それで、けがをした
人がたくさん出たら大変だとおもったからです。改善
策は、反省をふまえてやりすぎないように心がけると
いうものでした。他の組は、違うところを反省にあげ
ていました。自分の考えと違う考えを聞くことができ
ました。他の視点で物事を見ることも大切だと思いま
した。

BS隊 オットセイ班 
一泊二日のキャンプは、ぼくにとって楽しいことと大
変なことと二つありました。
楽しかったことは、料理です。今回はパエリアを作り
ました。みんなで笑顔で食事ができたのが、とても楽
しかったです。
もう一つは 11団との交流です。11団の人に話しかけ

てもらえたからです。
そして大変だったことは、雨が降ったときでした。ド
ームテントにブルーシートをしき忘れて、荷物がぬれ
てしまいました。
短い時間でしたが、先ぱいたちのことをよく見て、テ
ントの建て方などの技術を学べたので良かったと思い
ます。

BS隊 カモメ班 
今回のキャンプは 1泊2日でしたが、個人的には、疲れ
ました。
その理由は、キャンプの荷物を背負って行きかえり合
わせて 16㎞歩いたことだと思います。
雨も降ってきたのが、いやでした。
まあそれでもいい経験になったと思います。

BS隊 カモメ班 
ジャンボリー以来約3ヶ月ぶりの、11団との合同キャ
ンプでした。
海が見えるような場所でキャンプをするのは今回が初
めてでしたが、海釣りのような普段はあまりできない
ようなこともやらせてもらえ、とても楽しく有意義な
2日間にすることができて本当に良かったです。また
11団と何かで一緒に活動できたらいいと思いました。

BS隊 カモメ班 
今回のキャンプでは、カモメ班はシンゴジラ班として
活動した。
班員が 6名と多かったため色々なことが早々と終わっ
た。
その中で一番嬉しかったことは最優秀班になったこと。
人数もあって、テント設営一位、暗号解読三位、キム
ス一位と好成績を残すことができた。
個人としてはハイクの計画をしたものの、うまく指示
が出せず結局ローバーに頼ることとなってしまったこ
とが残念。
どうしたらよかったのかはまだ考え中。次回の企画で
は反省を生かせればと思う。
今回はジャンボリー以来の 11団との合同キャンプ。
5団のみのシンゴジラ班もよかったけれど、今後11団
と交流をする時は 5団11団の混合班での活動を希望し
ます。



11 月 11 日　隊集会（地図とコンパス）
@ 玉堤地区会館・多摩川河川敷
BS隊 カモメ班
今回は「地図」をテーマにした活動で、いつもの隊集
会よりは楽しい活動でした。特に午後にあったコンパ
スを使ったゲームではダントツで 1位になれ、11月11
日→「ポッキーの日」だったので景品としてポッキー(
プリッツ ) ももらえ、結構うれしかったです。第2弾も
楽しみです。

BS隊 トナカイ班 
コンパスの使い方を学んだので、いざというときに使
えればいいなと思った。
コンパスの上に棒を乗せれば時間がわかるのはすごい。
母もビックリしていた。
でも。活動日が 11月11日ということで、神田さんが「今
日はポッキーの日だよ！」
と言って持ってきたのが、ポッキーじゃなくて、プリ
ッツだった・・・。

ベンチャー隊
11 月 11 日　５０キロハイク

ベンチャー隊　
50km のハイクは今回自身初の試みだった。およそ半分
のところで足が痛くなり投げ出したい気持ちになった。
しかし、これを考えるとなるほど精神力が鍛えられる
訳だと納得した。
今回のハイクのお陰で体力面でも精神面でも大きく成
長できたと思う

50 キロハイク概要　山田良磨

今回の 50 キロハイクは、例年と異なりオリエンテーリング形式のハイクとなりました。都内にある全 36箇所のチェ
ックポイントを、出来るだけ多く、計画通りに回るという大会です。
スカウトは全 36箇所のチェックポイントを地図に記し、効率の良いルートを考え、分刻みのタイムスケジュールを計
算し、計画を練りました。
5団は小針くんと佐藤くんが参加し、9時40分程で 20箇所(距離は 43 キロ ) を計画通り完歩しました。タイムスケジュ
ールの誤差も 20分程と高成績を残してくれました。

ローバー隊
11 月 10〜11 日　１００キロハイク
ローバー隊 保科玄樹

100 ハイク感想

　第52回ローバースカウト 100 キロハイクに参加しま
した。参加者それぞれが準備や訓練を経て、24時間以
内に東京都内に設置されたチェックポイントをめぐり、
100km の道程を歩き通すことを目指します。
　11月10日（土曜）の 14時にスタートし、11日（日曜）
の 14時までにゴールしなければなりません。港区芝公
園の増上寺からスタートし、CP1：江戸川区の行船公園、
CP2：足立区の西新井大師、CP3：杉並区の双百合幼稚園、
CP4：大田区の池上本門寺、CP5：目黒区の祐天寺、CP6：
新宿区の落合第二特別出張所、そしてゴールで増上寺
に戻ります。
　私は 22時間でゴールできました。ベンチャースカウ
トの時、50 キロオーバーナイトハイクを 3回完歩して

いたので、100 キロの完歩にも自信はありました。し
かし、中間50 キロ地点の CP3 を通過したところから足
に肉刺ができ、歩くスピードが遅くなって焦りました。
ベンチャーであればこれで終わりなのに、まだ全体の
半分なのです。
　全体の 4分の 3 を過ぎた後、祐天寺から落合第二特別
出張所までが一番大変でした。朝日が昇り、街に人が
増え騒がしくなっていく中、ゾンビのような歩みを進
めるのです。しかしそうなる前、深夜の町はとても静
かでした。
　来年は自分でトレーニングプログラムを作成し、5
団ローバー皆んなで完歩できるようにしたいと思って
います。

育成会役員会　 11 月 11 日 ( 日 )9:30〜 尾山台ロイヤルホスト
　1. 尾山台フェスティバル反省
　2. ビーバー・カブ合同クリスマス会 (12/23) のお菓子差し入れ確認
　3. 九品仏バザー(1/19) について
　4. 活動費振込み案内メールについて

団会議・団委員会　11 月 24( 土 )　20：00〜 尾山台地区会館第 1 会議室
　★　各隊報告
　★　リーダーへのアンケート実施（ 12 月の団会議までに回収）
　★　2020 東京オリンピック大会ボランティアに参加しよう！
　★　地区総会　2019/4/14
　★　登録費の値上げについて　
　★　2019　24WSJ  ・・・ 5 団より 4 名参加予定
　　　2020　地区 60 周年（イベント、式典、記念誌）
　　　2022　5 団 70 周年
　　　　　　18NSJ

会議報告

12 月 15 日 ( 土）団委員会・団会議　15：00〜17：00 奥沢地区会館第 3 会議室
  1 月 13 日 ( 日 )　育成会役員会　　　9:30〜　場所未定

会議予定



育成会より
ボーイスカウト世田谷５団バザーのお知らせ

今年も団の保護者の親睦を兼ねた育成会バザーを開催します。
保護者の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

1. 開催日時　　　　平成 31 年１月 19 日（土）　１１：００〜１４：００
＊新春餅つき大会に、バザーとして出店
　　＊雨でも餅つきは決行、バザーは中止（中止の場合は連絡します）

2. 場所　　　　　　九品仏地区会館前広場〜浄真寺参道

3. 世田谷５団の出店内容
九品仏浄真寺参道で行われるバザーに参加します。
保護者の皆様には献品と販売のお手伝いのご協力をお願いします。

4. バザーの目的
今回のバザーの収益は、団およびスカウトの活動費に当てられます。

5. 献品納入
各自で必ず値付けを行い、当日（１０：００〜１２：００）会場に持ち込みで献品をお願いします。
フリーマーケット形式で販売します。

【車の利用】当日は会場内を横切る進路が通行止めとなりますが、午前１０時までバザー搬入用の車は
乗り入れできます。車で荷物を搬入される方はご利用ください。

6. 献品をお願いする物品について
    1 雑貨、手作り小物類　　　
    2 子供衣料品　（リサイクル品可　冬物スキーグッズ歓迎　大人の衣料品不可）
    3 おもちゃ　（リサイクル品可　壊れていないもの　部品が揃っているもの）
    4 本　（できるだけ綺麗なもの　絵本・参考書・漫画・小説・単行本等）
    5 食品　（手作り品不可。賞味期限を確認。アルコール類も例年高額で売れます。）

7. 献品の数量
 
献品の売価の合計が１家庭５００円以上となるよう、献品にご協力お願いいたします。
値段・サイズ（服）などは大きく見やすいようにご記入ください。

8. 当日のお手伝い担当者

＜午前＞
１０時〜１２時　　　　募集中

＜午後＞
１２時〜１４時　　　　募集中
　　　　　　 　　　
★集合場所　　　　５団バザーブース（浄真寺向かって左、浄真寺から 3 番目）
★献品受付は 10 時から行います。
★雨天中止の場合は当日８時半までに、各隊連絡係より一斉メールで流します。
★販売開始は 11 時より。

9. 持ち物
ネッチ（子どものもので可）、筆記用具（ペン・メモ帳）、はさみ、電卓など。
冷え込みが予想されますので、防寒対策は各自でしっかりお願いいたします。

１０．値つけについて
【値つけ】釣銭の関係で端数は１０円単位でお願いします。
【値つけの表示場所】なるべく商品の右上に付けてください。

並べたときに見やすいようにお願いします。
衣料品はサイズも明記してください。

【値つけの目安】　　食品はスーパーより安く。
おもちゃは子どもが買える値段で。
ブランド品・需要の多いものはやや高め。
需要の少ないものは￥１００ショップを参考に。
　　　　　　　　　　安めの「完売を目指す」価格設定としてください。

【ご参考までに・新品雑貨】　　
毛布 ５００円〜、シーツ ３００円〜、社名入りタオル３本セット １００円〜、
　　　　　　　　　　せっけん３個 １００円〜

１１．売れ残った商品に関して
お持ちいただいた献品に関して、はじめに「受付表」に名前、連絡先をいただきます。
売れ残った大物に関しては引き取りお願いの電話連絡をします。小物は処分します。

１２．その他の注意
〈衣料品〉
・タグは見やすいところに、はずれないように付けてください。
　・当日は寒いので冬物が売れると思います。
スキーウェア・スキーブーツなどの季節物歓迎。（ただし格安に）
　　　　・クリーニングをして、自分が買いたくなるような状態で献品してください。
　　　〈雑貨〉　　　　　

・きれいな箱に入っているものは、そのままで出してください。
　（ただし、値札は箱を開けた状態でみえるように）

・陶器・ガラス食器類は壊れていないかを確認。包装も合わせてご確認ください。
（以前、洗剤の袋が破れて、中身がこぼれてしまったものがありました。）
・セット物は束ねて、値札もセットと明記してわかりやすく。
・ほこりなどは落とし、きれいな状態でお願いします。 

　　　　　　　        　以上




