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ビーバー隊
1 月 13 日 新年子どもまつり
ビーバー隊隊長 草嶋隆行
恒例の世田谷区新年子ども祭りに行って来ました。
ビーバーですので、往復は電車です。初めて乗るスカ
ウトも多かった世田谷線には大喜び！その後は、雪の
滑り台、氷のスロープ、そしてボーイスカウトが提供
するターザンロープと例年通りの出し物を楽しみまし
た。例年と違うことと言えば、２年生がほとんどなの
に怖がってるスカウトが多かったことです。結構な人
数が怖がっていたのは私も初めての経験でしたが、結
局全員楽しんでいました。小さなことですが、そうや
って自分の殻を少しずつ破っていくのはいい経験だと
思います。また、往復の電車移動も概ね周りに迷惑を
かけることなく終えることができました！

1 月 27 日

４団合同行事

ビーバー隊隊長 草嶋隆行
元々は４団ビーバー隊との合同ドッジボールだった
のですが、４団の団行事のスケートに参加することに
なりました。いきさつはさておき、二子玉川ライズの
スケートリンクを貸切でスケートをしました。初めて
のスカウトが多かったせいか、最初は壁につかまって
必死に回る感じのスカウトが多かったですが、１時間
の滑走時間の半分過ぎくらいから手を離すスカウトが
増えてきました。豪快に転ぶ子も多かったですが、俺
は 50回転んだ！とか回数や派手さを競っていたのが面
白かったです。
４団とお別れした後は二子玉川公園で遊んだ後、等々
力渓谷経由で等々力駅まで歩きました。慣れないスケ
ートで疲れた様子のスカウトも多かったですが、皆元
気に等々力駅まで歩き切りました。
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カブ隊

1 月 13 日

新年子どもまつり

CS隊 副長 畑崎祐子
毎年恒例、世田谷区の新年子どもまつり。世田谷区役
所の敷地に、消防車あり、雪の滑り台あり、御茶席あ
りと、たのしいイベントです。
帰路は、区内の防災拠点をまわるハイク。広域避難
所とか、帰宅困難者支援施設とか、ふだんはただの公
園や学校が、災害時はさまざまな防災拠点になること
をちょっとでも頭のすみにおいて欲しく、企画しまし
た。ちょっと盛り込みすぎて、締め切り時間、各組息
を切らせて駆け込んできたり、数カ所飛ばしたり、大
遅刻してきたり。それぞれの選択に、組の個性が出ま
した。
（走らせてごめん！）
来年も、あるかな？
3 組 くま
新年子供祭りはとても楽しいイベントがあって楽し
かったです。そして月の輪だったので始めてボーイ隊
のみんなと会って早くボーイ隊に入りたいなと思いま
した。
4 組 しか
ぼくは新年こども祭りで、まっ茶を飲んだり、七福
神や竹とんぼ作りなどをやりました。竹とんぼ作りで
は指を切ってしまったけれど上手にできました。公園
で弁当を食べた後、ハイクでたくさん歩きました。ハ
イクの結果は最下位だったのでショックでした。

１月 27 日

野鳥観察ハイク

副長 太田雄介
東京港野鳥公園へ野鳥観察ハイクに行きました。
大森駅まで電車で移動し、そこから平和島を越えて大
田市場の隣にある大きな公園を目指します。江戸時代
までは大森あたりは海岸で、遠浅の海を利用して海苔
の養殖などが行われていました。ちなみに石器時代は
もっと内陸までが海で、原始人が食べて捨てた貝殻で
できた貝塚が明治初期にアメリカ人研究者のモースに
よって発見され、大森貝塚として有名になりました。
今日も大森駅構内にその記念碑が建っています。
そんな大森を出発して、埋め立て地をぐんぐん歩きま
す。海に近いせいか、風が冷たい。倉庫が多い地域な
のでトラックなども多い。5団の普段の活動地域とは

様子がだいぶ違います。１時間ほど歩くと大きな運河
を越えました。その先には大きな緑が見えてきます。
野鳥公園です。
野鳥公園に着くと、まずはじめに日本野鳥の会のレ
ンジャーさんが出迎えてくれました。昔はこのあたり
は海だったこと、戦後に大田市場を開くために埋め立
てをしたこと、しばらくすると自然に池や草原が広が
り野鳥が来るようになり、市民運動によって市場の横
に大きな公園を残すことになったことなど、施設の歴
史を教えてくれました。意外に歴史が新しいというの
が驚きでした。明るい感じの若い女性レンジャーさん
だったので、子どもたちも積極的に質問に答えたり疑
問を投げかけたりしていました。
「なぜ、冬が野鳥観察
に適しているのか？」という質問に「葉っぱが落ちて
鳥を見つけやすいから」というシンプルかつなるほど
～という答えをきちんと返す子もいて、すごいなあと
感心しました。
次に、双眼鏡の使い方の講習会が始まりました。一
人一台行き渡るように双眼鏡が配られ（私有の双眼鏡
を持参してくれたスカウトもいました）、丁寧に使い
方を教えてくれます。わかっているようでわかってい
なかった双眼鏡の使い方を聞き、「へ～」とか「お
～！」という声が、そこここから漏れていました。双
眼鏡を使えるようになったら、いよいよ鳥を見つけか
たを教わります。ポイントは 2 つ。肉眼を使ってまず
は広い視野で鳥を探すことと、鳥の声に耳を傾けると
いうこと。声がしたらそちらを目で追って、鳥の姿を
確認したらそのまま双眼鏡をかざすのです。当たり前
といえば当たり前のようですが、闇雲に双眼鏡を目に
当てて茂みをジッと睨むよりも、よほど効率的ですね。
最初にみんなが見た鳥は、キジバトでしたが、ハトと
はいえ街なかにいるドバトとは種類が違うそうです。
一人一枚手渡された鳥の早見表を見て、確認しました。
レンジャーさんのレクチャーが終わったら、組ごと
に分かれて観察開始です。36 ヘクタールもある広大な
公園内に、スカウトたちは消えて行きました。公園内
を歩いていくうち、ネイチャーセンター（レンジャー
さんがたくさんいて解説してくれる建物）や、いくつ
も点在する観察小屋で熱心に鳥を探しては早見表と照
らし合わせてチェックしている子たちの姿をたくさん
見かけました。カワウ、イソシギ、オオバン、アオサギ、
ヒヨドリ、ハクセイレイ…。池の中、葦の茂み、林の中、
いろんな鳥がそれぞれの場所で生きていました。スカ
ウトたちは自分が見た鳥の中から 1 種類を選んでスケ
ッチしました。みんな思い思いにカッコいい鳥やかわ
いい鳥の絵を描いていました。2時間ほどの観察のあ
いだ、飽きてほかの遊びを始めたりすることなく、熱
心に観察ができました。
帰りはバスで大森駅に向かい（あっという間に着き
ました）、予定通り九品仏に到着することができまし
た。もっとも多くの鳥を見つけることのできたスカウ
トは石井くん（ 14 種類発見）でした。最高の天気で比
較的暖かく、最高の野鳥観察日和となりました。

1 組 DL 中澤 仁
大森駅から歩いて 1時間、漸く着いた。参加カブの内、
1人を除いて初めて東京港野鳥公園。。
日本野鳥の会の女性レンジャー「森さん」こと「はっち
ゃん」に教えてもらいながら双眼鏡を覗いた。
その瞬間、世界が変わった！おー、と思わず僕は声を
あげてしまった。自宅から持ってきた子もいたようだ
が、僕が貸して頂いた双眼鏡の倍率は 8 倍。みんなそ
れぞれワクワクしているようだった。
先ずは組ごとにカブ弁当を食べ 12:00 からの観察開始。
待ってましたー、という感じでいきなりの猛ダッシュ、
デンリーダーと副長はついていくのが必死。向かった
先は、野鳥が沢山集まる干潟に臨むネイチャーセンタ
ーの地下一階のカニがみれる場所。残念ながらその時
間にはカニはいなかったものの、さて次はどこに行こ
うか、とみんなの興味は止まらない様子。広い野鳥公
園の中で坂や凸凹道もあり、リーダーがついていけな
くなる、怪我をしたら困るなぁと考え、取敢えず走る
のは禁止（都内のハイクでは人にぶつかることもある
けど、折角だから思いっきり走らせてあげてもよかっ
たなぁ、と若干後悔）。
ともあれ、複数設置された観察所（野鳥が警戒しない
ように要塞みたいに偵察できる窓がついている）で、
双眼鏡をのぞきこんで、あの野鳥は〇〇ガモだね、い
や違うよ□□カモだよ、なんて野鳥ブックで自分が見
た野鳥を確認。アクティビティの一方、自分が気に入
った野鳥をスケッチする時間もありました。双眼鏡で
見たおかげで、いつもよりスケッチのラインが繊細に
描写されている気がしました。
最後に一部のカブが小川に張った氷を発見して割った
りして遊びました。その後、他の組のカブを呼びに行
って皆で氷で遊んだりと、組をこえて皆が仲良く遊ぶ
光景を見れ良かったなぁ、と思いました。
１組 しか
野鳥公園で、木にとまっている鳥や川にいる鳥などを
見ました。とてもキレイでかっこ良かったです。鳥の
絵が上手に描けてうれしかったです。

ボーイ隊＆カブ隊
1 月 20 日 月の輪ハイク @23 区内各所
CS隊 1 組 くま
今日は、カブのスカウトとは違い、自分たちで判断し
て効率よく進めるボーイの良いところに気が付きまし
た。あと、カブやボーイのサインなどには一つ一つ意
味があって、それができてスカウトだという自覚を持
ってこれからも活動していきたいです。
特に、遠くに行く時に路線で最も協力できました。
東京タワーがキレイでした！

BS隊 オットセイ班
13日の活動では午前中にこども祭りの奉仕活動、午後
に区役所から九品仏のハイクをしました。
午後のハイクはいつものハイクとは少し違った「スカ
ウトペース」で歩くハイクでした。
スカウトペースは普通よりだいぶ速いので、慣れない
ペースでかなり疲れました。
ただ、コースは世田谷区役所から真っ直ぐ九品仏に向
かう道だったので、普段なら電車やバスでただ通り過
ぎてしまうだけなのが、自分たちでルートを決めて、
街や景色を見ながら歩いたので、楽しいハイクでした。

CS隊 1 組 くま
今日は、ボーイスカウトのお兄さんが優しくて良かっ
たです。もっと、ボーイの人達といろいろな活動をし
て見たいです。楽しかったです。
CS隊２組 くま

BS隊 カモメ班

今回振り分けられた班では、皆んな優しく、楽しいハ
イクができました。さらに、ハイクが終わった後でも
月の輪を手伝ってくれて、とても嬉しかったです。
2月10日の時もまた行きたいなぁと、思いました。
CS隊 3 組 くま
今日はボーイスカウトの人たちと、一緒に活動しまし
た。今日は座標を特定して、その場所に電車やバス、
徒歩で行く活動でした。ボーイスカウトはカブスカウ
トよりも自由度が高く、びっくりしました。たとえば
スマホなどを持って行けたりしました。しかし自由度
が高い分、責任も重く、とてもボーイらしいなと思い
ました。とても楽しかったので早くボーイスカウトに
なりたいです。
BS隊 オットセイ班
今日の活動は、電車も使ったけど とても疲れました。
パスモにチャージをして 23区のチェックポイントを
班で回りました。僕は太田くんについて行くだけでし
た。
月の輪の横山くんはとてもいい子でした。ボーイに入
ってくれるのが楽しみです。

ボーイ隊
1 月 13 日 新年こどもまつり奉仕
@ 世田谷区民会館、
帰路は九品仏までのハイク

活動では、カブスカウト (月の輪 ) とともに行動をして、
班に分かれて行動をしました。僕の班のトナカイは、
秋山くんと行動をしました。今回カブスカウトのてく
たくハイクのような活動だと知り、とても張り切りま
した。班で相談をし、この順番は効率がよいなど、全
体で九つを周る予定でした。しかし、残念ながら、小
学生の体力を完全に把握しておらず、とても下学年に
負担をかけてしまったことを反省しています。結果、
疲れさせた上で、時間も遅れ、最下位という結果を悔
しく思います。これからの活動この結果をしっかり受
け止めて活動をします。そして、この活動の後半では、
河田さんのお父さんによる初級取得の説明などを教え
てもらいました。一級を持っている僕は初級の知識な
ど常識だと思っていましたが、知らなかったことが
多々あり、とても恥ずかしく感じました。このことは
来年班長になっても、後輩や、班員などに伝えていき
たいです。

BS隊 トナカイ班

BS隊カモメ班

今回の活動では地図に載っている地点を時間内に巡り、
その数や、距離によって点数が違い、その点数で競う
ゲームでした。この活動の前に、地図の座標を書く活
動がありましたが参加できなかったので、僕は座標の
読みかたを知らなかったのが来年班長として大丈夫か
心配でした。地図を読むことを知った上で、少しだけ
でも予習をしなかったことを反省しています。今回の

今回は、カブのスカウトと一緒に指定された場所をど
れだけを多く回れるかというハイクなのかよく分から
ない企画でしたが、カブたちが楽しそうでよかったで
す。
また優勝出来たのもよかったと思います。
景品のワッフルは
みんなで美味しく頂きました。

今回の活動でぼくは、初めてハイクの企画をしました。
午後のハイクの担当だったぼくは、午前の活動の間「変
なコースを選んでいるかもしれない。」「道に迷わな
いか。」など考えていました。結果、予定時刻には間に
合いませんでしたが、意外と早く無事ゴールに着くこ
とができホッとしました。これまでと違った初めての
スカウトペースでのハイクだったこともあり、六年生
が休憩をたくさんとり、足を引っ張ってしまったので、
もっと体力をつけていきたいです。
BS隊 トナカイ班
駐輪場で誘導する手伝いをしていたら「偉いね、おり
こうさんだね」と言われ、嬉しいけどちょっと恥ずか
しかった。
ゴミの袋が置いてあるところを見守る手伝いもした。
地味だけどやりがいがあった。
帰りはみんなで走ったが、疲れるというより気持ちよ
かった。

会議報告
育成会役員会
1 月 13 日（日）9:30～11:30 尾山台ロイヤルホスト
・九品仏バザー（ 1/19）最終確認
・1 月の集金 ( 登録費 ) について
・入団説明会のチラシ印刷作業の確認
・その他

団会議・団委員会
1 月 26( 土 ) 20：00～ 尾山台地区会館第 1 会議室
★ 各隊報告
★ 来年度の活動予定（団行事）
2019/4/7 上進式・入隊式
9/8 カントリーデー
2020/2/23 BP 祭
3/8 入団説明会
★ 指導者研修所（ウッドバッジ）
：参加者募集
★ バザー報告 育成会より 収益：39,136 円
＊売れ残った献品は、社会福祉施設で行われるバザーの
ために埼玉県の施設に送付（送料は収益より負担）
★ 来年度のリーダー編成について（リーダーへのアンケートにより）
★ 入団説明会 3 月 10 日 10：00～11：00 玉堤地区会館第 2 会議室
説明会終了後、河川敷で活動を見学してもらう
★ リーダーは日本連盟のＨＰで「セイフ・フロム・ハーム」講習を受講
★ 登録
2/17（本登録）
★ ＢＰ祭 2/17 奥沢区民センター第 1 会議室（ 9：00～12：00）

会議予定
2 月 10 日 ( 日 ) 育成会役員会 9:00～12:00
奥沢地区会館 １階活動フロア／印刷室
2 月 23 日 ( 土）団委員会・団会議 20：00～
奥沢地区会館第 2 会議室

～育成会よりバザー報告～
19 日 ( 土 ) 九品仏参道で開催された餅つき大会に『ボーイスカウト世田谷 5 団育成会』として参
加しました。バザーは大盛況で、39,136 円の売り上げとなりました。この売り上げは団の資金
となり、スカウト達のために使われます。皆様がお持ちくださった献品のおかげです。また販
売のお手伝いをして下さった保護者の方、寒い中本当にご協力ありがとうございました。

