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ビーバー隊

ビーバー隊隊長 　草島隆行
　  恒例となりつつあるカニ釣りに今年も出かけまし
た。羽田空港と運河を挟んだ城南島海浜公園です。3
月のお別れハイクでは 100 匹くらい釣れましたが、今
回はどうでしょうか。。。餌はさきイカ、たこ糸と割
り箸で釣り上げます。城南島海浜公園は最寄り駅がモ
ノレールの流通センターとちょっと遠いですが、スカ
ウトも海を目の前にテンション上がる、はずだったの
ですが、着く直前で割と強めの雨が降り出し、そのま
まお弁当を食べて雨宿りです。雨も小降りになったの
で、さっそく始めます。雨は止んだとはいえ、今度は
風が強く、みんなレインコートを防寒着代わりに着て
黙々と釣ります。
　ちょっと心配でしたが、釣れる釣れる！一回に 3 匹
ついてきたりして、また 100 匹くらい釣りました。ス
カウトはカニが触れないみたいで、餌から外すのはリ
ーダーの役目となりました。。。都会育ちだと虫など
の生き物を触れない子供が多いですが、何とか触らせ
ようとしましたが、やはり無理な子は無理でした。。。
帰りは 1 時間に一本のバスに乗り大森経由で無事に帰
りました。

10 月 6 日　 カニ釣り

10 月 26 日　生田緑地ハイク
ビーバー隊隊長 　草島隆行
　季節の変わり目か 4 人中 2 人が欠席となりましたが、
見学の子も加えて 3 人で生田緑地に行きました。まず
は登戸の駅から歩いて向かいます。基本的に平坦です
が生田緑地の敷地に入るとぐんぐん登っていきます。
早くも少し疲れた様子の子もいましたが、まだまだで
す。いつも通りプラネタリウム見学をします。今回も
一般向けプログラムを見学しましたが、昨年と違い、
子供が中で話したら即退場、と何度も言われました。。
何かトラブルでもあったのでしょうか。。。
　　スカウトにその旨ちゃんと話し、無事に見学終了。
昼食後早速ミニハイク開始です。いつも通り秋の生き
物探しをしました。世田谷ではほとんど見ることがで
きない赤とんぼなどが見ることができました。その後、
アップダウンに富んだコースを選び、登ったり降りた



カブ隊

りします。最後は升形山を登ります。いつも通りの階
段ですが、普段あまり歩いてないせいか、スカウトた
ちはバテ気味です。。ようやく頂上について飴を配っ
たらあっという間に元気回復！鬼ごっこや遊具て遊び
展望台に登って大きな声でヤッホー、と叫んだり、ス
カイツリーや東京タワーを探したりした後、帰路につ
きました。
　カブへの上進後も考え、今後も引き続き歩くプログ
ラムを考えていきます。

10 月 1 日　赤い羽根募金
カブ隊　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。
昨年の都民の日は台風通過直後で大変でしたが、今年
は雨の心配もない好コンディション (^o^)

（傘を持っていない→おさいふを出しやすい）
いえいえ、金額がどうこうではありません、多くの方
に募金をいただけることで「よし、もっとがんばろう」
とスカウトのやる気があがり、「自分は困っている誰
かの役に立ったな」と思えるのです。

いつものように、出勤途中のリーダーが各駅で励まし
てくださいました。
スカウトのおうちの方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。

3 組　DL　河津若来

さわやかなお天気の中、3 組からは 4 名のスカウトが
参加して、上野毛駅前で赤い羽根募金活動を行いまし
た。
初めは人通りも少なく、私達も緊張していましたが、
時間が経つにつれ、だんだん人が増えてきて、「がん
ばってね」「ごくろうさま」と暖かい声をかけていた
だき、たくさん募金を集めることが出来ました。学校
がお休みでも、先生方が何名か通りがかり、学校とは
違う姿に感動して「かっこいいね！」と褒めてくださ
ったりして、スカウト達も嬉しそうでした。今回も と
ても良い経験が出来ました。

1 組　うさぎ　

ぼくははじめて、ぼ金活動をしました。最初は、大き
な声を出す事と、ぼ金してくれるのかなぁ、と不安で

した。けれども、ぼ金をしてくれる人が、だんだん増
えてきました。中にはお年寄りの方や、目が見えない
人も、「がんばってね」と言ってくれたので、ぼくは、
うれしくて、大きな声を出せるようになりました。  
これからは、ぼくも、おこづかいを、ためて、ぼ金し
たいと思います。こまってる人を、助けたいと思いま
した。

3 組　うさぎ　

10 月 1 日とみんの日です。僕は朝 7 時 30 分から上野
毛で「赤い羽根ぼきん」をしました。協力してくれた
人は 25 人ぐらいでした。正面口の方が入れてくれる
人が多かったです。赤い羽根ぼきんは 1947 年に始ま
り 70 年以上につづいていることをしりました。

4 組　くま　

赤い羽根協同募金で色々な人がお金を預けてくれて、
それが困っている人に役立ってもらえてぼくは良かっ
たなと感じました。これからも困っている人に役立つ
事をしたいな、と思いました。

10 月 5 日　大山登山
カブ隊　副長　三園真也

このプログラムの最大のポイントは時間管理。解散予
定時間が 17 時なので、それに遅れたくない。
今回は、電車、バス、ケーブルカー、登山ペース、全
てがハマり、なんと解散予定時刻の 40 分も前に到着
出来ました。
そして、野外活動をしてて、頭をよぎるのが、山梨キ
ャンプ場女児行方不明事件。
この感想文を書いている時点ではまだ見つかっていま
せん。
同世代の子供達を預かる立場として、更にしっかり管
理しなくてはいけないと思い、何かいつもとは違う緊
張感がありました。
無事救出される事を願っております。

4 組　DL　渋谷 真紀子

電車とバスとケーブルカーを乗り継いで、やっと大山
に到着。夏の入笠山よりきついとはきいていましたが、
予想以上の岩と傾斜に限界を感じながら、なんとか山
頂まで辿り着きました！
スカウトたちは辛いとは言いながらも、フットワーク
は軽く、帰りもおしゃべりしながら元気にかけ降りて
いく姿に、沢山の元気をもらいました。
山頂の霧がかった神聖な空気と手付かずの岩と木々、
プライベートでは経験できない、仲間との自然体験に
DL として一緒に参加させていただけたことに感謝で
す！
ありがとうございました！



2 組　くま　

３回目の大山登山だったが、やはり最初の階段がとて
も長く辛かった。
途中、天狗の鼻で空けられたと言われる天狗の鼻突き
岩もあった。
例年よりも涼しく登りやすかった。山頂に着くと、あ
いにくの霧で景色は見えなかったが、登り切れてよか
ったと思う。下りは階段続きでひざが笑ってしまった。
見晴台につくと霧は抜けていて、きれいな景色を眺め
ることができて良かった。また横浜 96 団の方々が

「がんばって！」と声援を送ってくれたので、やる気
が出た。靴がボロボロになる程たくさん歩いた。みん
なケガなく無事ケーブルカーまでもどって来られたの
が何よりだった。

3 組　くま　

今回の大山登山では、大きな楽しみが３つありました。
１つめは、みんなで楽しく話しながら山に登れた事で
す。２つめは、みんな頂上まで登れたことです。３つ
めは、みんな怪我なく、のぼれたことです。
残念だったことは、山頂からの景色が、霧で何も見え
なかったことです。
来年は、僕はいないので、しかと、ウサギ達に頑張っ
てほしいと思いました。

4 組　くま　

大山登山での出来事は、登山口の神社にシカがいて、
別の登山客にエサをもらってシカにあげたら、なでさ
せてくれました。
毛がふさふさで気持ち良かったです。
山頂は、とても寒くジャンパーを二枚着ても寒かった
です。きりも多くて景色も良くなかったです。
途中でもらえるあめ玉が、格別においしかったです。

10 月 20 日　尾山台フェスティバル
カブ隊　副長　高木裕美

今年のおやフェスは土曜の開催予定が雨で順延になり、
日曜に開催されました。カブ隊は組ごとに順次尾山台
駅に集合し、尾山台公園で始めの式とロープ結びの練
習をしてからブースに向かいます。育成会ブースでは
火おこし器体験、ロープ結び体験、寝袋体験のお手伝
いをしました。今年のロープ結びはうさぎスカウトの
カブブックに載っている「 8 の字結び」。できるよう
になったら 30 秒でいくつ結べるかを競う「タイムア
タック」にも挑戦です。タイムアタックはチャレンジ
してくれる方がいるか不安でしたが、小さなお子様か
ら大人までたくさんの方々が興味を持ってチャレンジ
して下さり、大盛況でした。スカウトたちは呼び込み
に接客にと終始大忙し。皆よくがんばってくれました。
これを機に新しい仲間がたくさん増えると良いですね。

1 組　くま　

いろいろな体験をしてもらって、僕は 3 人くらいの人
に縄の結び方を教えました。体験をやってもらった人
にカブスカウトに入ってもらいたいと思いました。

2 組　しか　

尾山台フェスティバルで 8 の字結びをうまく教えられ
て楽しかったです。8 の字結びを 30 秒で 4 個作れたの
も嬉しかったです。また来年は 30 秒で 5 個作れるよう
にがんばりたいと思いました。

3 組　くま　

火起こし体験を担当しました。たくさんお客さんが来
てくれたので忙しかったです。

BS 隊 オットセイ班 

今回の活動は、尾山台フェスティバルの奉仕と BS ラ
リーの準備・自転車点検の三つで今までとは少し違っ
たような活動になりました。前半は BS ラリーの準備
を行いました。行なった作業は、手旗、ロープ、歌の
三つです。手旗は 0 から 14 までの数の表し方を復習し
ました。ロープは、巻き結び、ねじ結び、張り綱結び
などをはじめとする 2 級章の範囲のものと縛り結び系
と垣根結びなどの一級章のものを確認。挑戦しました。
しっかり復習しておこうと思います。歌は少しやった
だけですが歌えないものが多かったので聞いておこう
と思います。
尾山台フェスティバルの奉仕はまあ例年通りっていう
感じでした。今年は特に人が多かったイメージがあり、
車は少なかったイメージがあります。これから活動自
体も増えてくるので、体調に気をつけながら頑張って
いきたいです。

BS 隊 カモメ（シンゴジラ）班 

今回初めて参加した交通整理では、「車が来ます」と
言っているのにもかかわらず、道路を横断するおじさ
ん、小学生、カップル。挙げ句の果てには、「車が来
ます」と 3 回ほど言うまで道路のど真ん中に突っ立っ

10 月 20 日　
尾山台フェスティバルと隊集会　
＠尾山台ハッピーロード→尾山台小学校

ボーイ隊

ている人もいた。注意をすれば、白い目で見られたり
した。みんな、毎年こんなことをしていたのかと思う
と、少し尊敬する。
僕も注意される側になったら、迷惑にならないように
したい。



団委員会・団会議　　10 月 26 日（土）20：00～　尾山台地区会館第１会議室
　★　各隊報告
　★　育成会より報告
             尾山台フェスティバル（ 10/20）反省点
　　　・交通整理の問題点・・・ＢＳスカウトには難しい
　　　　→　大人（リーダー、保護者等）のサポートが必要
             九品仏フリーマーケット出店について
　　　　→　交通整理の奉仕依頼（ＶＳ、ＲＳスカウト）
　★　5 団ＨＰについて（渡口ＲＳ隊長より）
　★　地区協議会　連絡事項（横山副団委員長より）
　　　　・ボーイスカウト講習会（ 10/20）：
                     5 団からは 3 名（カブ隊デンリーダー）が参加
　　　　・12/4　進歩に関する研究会（ＣＳ隊対象）
　　　　・「新年こども祭り」の会場：世田谷区民会館の改築工事のため
                     令和 3 年からは世田谷公園になる
　　　　・スカウト活動中の車両の使用について
　　　　・12/7　地区忘年会の開催（三軒茶屋　18：00～20：00）
　　　　その他
　★　リーダー編成：今年度はリーダーへのアンケートは行わない

11 月 30 日 ( 土 )  団委員会・団会議　　20：00～　尾山台地区会館和室　

会議予定

会議報告

育成会より

　10 月 20 日の尾山台フェスティバルでは、お天気にも恵まれ、カブ隊の協力のもと、多
くのお客様にロープ結び、火起こし体験、また寝袋体験を楽しんでいただく事が出来まし
た。交通整理におきましても、多くの保護者、ボーイ隊以上のスカウトにご協力いただき
ました。

10 月 27 日には九品仏フリーマーケットに参加いたしました。多くのご家庭から献品いた
だき、43,180 円を売上させていただきました。交通整理におきましても、保護者、ベンチ
ャー隊以上のスカウトにご協力いただきました。

両イベントをこうして大盛況に終わらせることが出来たのもお手伝いに入ってくださっ
た保護者の方々、また各隊隊長、リーダー及びスカウト達のご尽力のお陰だと育成会役員
一同心より感謝申し上げます。
どうもありがとうございました。




