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ビーバー隊

11 月 3 日
紙で作る防災グッズ工作
ビーバー隊隊長

草島隆行

大型の台風が相次いで上陸し、世田谷も大きな被害
を受けました。仮に避難所生活となった時を考え、紙
で作る避難生活グッズを作ってみました。まずは、小
手調べにマスクです。これは簡単でしたが、次はお皿
とスプーンです。ちょっと難しくなりましたが、何と
かみんな作り上げていました。新入隊員が入ったこと
もあり、残った時間で基本動作とソングを練習しまし
た。実はもっと避難グッズを作ることもできたのです
が、やや退屈だったようで、急遽奥沢神社ミニハイク
を実施して解散としました。日本は災害大国でもあり
ますが、今日の体験をスタートに、カブ、ボーイ、ベ
ンチャー、ローバーと上進を重ね、自分と家族だけで
なく、周りの人も助けられるような技能を身につける
きっかけになればステキだな、と思いました。

11 月 24 日
都心ハイク
ビーバー隊隊長

予定でしたが、まだまだ時間があったため、原宿を経
由して渋谷まで歩きました。キャットストリートを制
服で歩くのはちょっと浮いてました。。。
全体で１０ｋｍ弱の行程となりましたが、スカウト
は若干疲れた様子ではありましたが、無事に全員完歩
しました。

草島隆行

雨予報でしたが、雨も止み、予定通りのコースで行
うことにしました。恒例の都心ハイクですが、今年は
ローバーの山根君と堀江君の提案を採用しました。山
根君は皇居東御苑と科学技術館、堀江君は神宮銀杏並
木と新国立競技場です。検討した末、山根君のプログ
ラムは雨プロとし、堀江君のプログラムを晴れプロと
しました。当日朝の天気予報で最終確認して晴れプロ
を実施しました。まずは麻布十番に向かいます。時間
が早いせいか閑散とした麻布十番商店街を抜け、その
まま六本木ヒルズの脇を抜けていきます。まだ雲がか
かっていたせいか、六本木ヒルズのてっぺんは雲の上
です。さらに進み、青山墓地の脇を抜け、南青山公園
で一休み（鬼ごっこなど）し、昼食です。
一時間ほど公園で過ごし、再び歩きます。青山一丁目
交差点から神宮の銀杏並木に入ります。完全歩行者天
国の中、たくさんの人が写真を撮っていましたが、肝
心の銀杏はまだまだ緑でした。。。
そして、神宮球場の脇を抜け、新国立競技場の脇に
来ました。まだ引き渡しはされていませんが、完全に
出来上がっている競技場でしたが、まだ立ち入りは出
来ず、外観を見るにとどめました。そのまま千駄ヶ谷
の鳩森神社にある富士塚登山をし、北参道駅から帰る

カブ隊

11 月 10 日

施設見学「そなえりあ」

カブ隊副長 清水恵子
今回は施設見学、もちろんカブスカウトは九品仏駅と
施設最寄り駅の間を電車で往復、はしません。
田町で電車を降り、歩いてレインボーブリッジを渡り
お台場をぬけて６ｋｍほど歩き、江東区有明にある「そ
なエリア東京」に向かいます。
すっきり秋晴れのハイク日和、レインボーブリッジか
らは東京タワーやスカイツリー、手前には晴海のオリ
ンピック選手村と豊洲市場、反対側には富士山など眺
めることができました。
お台場のビーチ？でちょっと休憩、さらに歩いてそな
エリアのある東京臨海広域防災公園に到着。
ここは平常時には芝生の広場と木陰のある広々とした
公園なのですが、首都圏で大きな地震災害などが起き
たときには災害対策本部がおかれるということで、大
きなヘリポートなどが準備されています。
そなエリアの建物の中にも実際に使われるオペレーシ
ョンルームがあります。

見学は防災体験ゾーンからスタート。震災直後の夜の
街に放り出され、一人一台ずつ借りたタブレットのク
イズを解き、少しずつ避難場所へすすみます。
一人一人違うクイズが出され、違う行き先の指示なの
で、自分で考えて行動しなくてはなりません。
クイズを解きながら、どこに危険があるか、危険を避
けるにはどうしたらいいか、など学びました。
続いて、震災直後の混乱を子どもの視点からみたアニ
メを見ました。
子どもだけでお台場に遊びにきた姉弟が地震後、成城
学園の自宅にたどりつくまでの話で、スカウトは自分
におきかえて考えやすかったのではないでしょうか。
最後に防災学習ゾーンで展示を見たり、新聞紙で折る
食器を作ったり、オペレーションルームを見学しまし
た。
こちらは映画「シン・ゴジラ」の撮影に使われました
が (^o^) 実際に使われたことはまだないそうです、今
後も必要ないといいのですが。
これも大きな大きな「そなえよつねに」ですね。ちな
みに「そなエリア」はそなえる＋エリアの造語だそう
です (^_^)
１組 くま
ソナエリアでの地震は思っていたよりかなりリアルで
した。最近は災害が多いので、きちんと備えたいと思
いました。レインボーブリッジを歩いて渡ったのは初
めてだったので、富士山も見えてとてもきれいでした。
3 組 くま
僕は次長だったけど、組長が即位パレードへ行ってい
たので、僕が代わりに組長になって、緊張したけど、
みんながちゃんとしてくれて、とてもやりやすかった
し、組長が経験できたので良かったです。そなエリア
では、いろいろ考えてみたり、教えてくれたりして、
わかりやすく教えてくれたから、いろいろと知ること
ができました。

4 組 くま
レインボーブリッジを歩いて渡るのは初めてでした。
その日は、よく晴れて、海の向こうに選手村や豊洲市
場が見えました。歩くのはとても疲れたけど、海風が
涼しくて気持ちよかったです。

11 月 10 日 天皇陛下御即位祝賀御列の儀

11 月 24 日

1 組 くま

3 組 くま

1 組 しか

僕は、天皇陛下のパーレドを祝うのは初めてでとても
緊張していました。世田谷５団は僕１人かなと思いま
したが、2 組・3 組の組長もいたので安心しました。色々
なカブスカウトの人がいっぱい来ていました。
僕達は一般人が入れないところに入りました。少した
つと、拳銃を持った人達が来て僕たちの前でちっとも
動かずにいて少し怖かったです。天皇陛下が来たら一
斉に拳銃を持った人達が動いてビックリしました。
拳銃を持っている人の隣の人達が音楽を演奏していま
した。天皇陛下が目の前に来て、手を振ってくれまし
た。一瞬だったけどとても良い思い出になったと僕は
思います。

今日の祝賀パレードでは、天皇陛下、皇后様、安倍総理、
菅官房長官、秋篠宮様など、いろいろな人を見れまし
た。見れたのは 1 分位でしたが、とても貴重な機会だ
ったので、すごくよかったです。ボーイスカウトと、
ガールスカウトしか入れない特別な場所に案内しても
らえて、すごくラッキーでした。道路の向かい側に整
列していた警察官たちが、とても面白い動きをしてい
ました。どこが面白かったのかと言うと、ロボットみ
たいに、隊長の命令に従って、みんなが同じ動きをす
るとこです。音楽隊の演奏も、とても素晴らしかった
です。天皇陛下は、うなずきながら、優しく手を振っ
てくれたので、うれしかったです。

僕は去年よりも大使館の場所や大きさが知れて良かっ
たと思います。
また来年になったら行って見たいと思います。

2 組 くま
今回は初めて国の行事の奉仕をしました。天皇皇后両
陛下のお姿をこの目で拝見することができると思うと、
とてもドキドキしました。立ち位置に移動すると、目
の前には自衛隊の方々が一言も喋らず壁のように動か
ず並んでいました。とてもすごかったです。ぼくも、
隊活動の時は動かずに並んで、もっと組のみんなをま
とめられるよう頑張りたいと思いました。そして、い
よいよ天皇皇后両陛下がいらっしゃいました。お二人
とも、ぼくたちの方をむき手を振って下さいました。
ぼくたちも夢中で旗を振りました。一瞬でしたが、今
日の事は一生忘れないと思います。カブスカウトとし
て、いい奉仕活動ができてとても良かったです。

大使館巡り

4 組 うさぎ
たくさん歩いてつかれたけど、色々な国の国きや情報
を知れて良かった。
たとえば、エベレストがある国はネパール。
ひょう高が高い山のふもとに町があるけれど、とても
寒いのではないかな、寒そうだけど、人が良くそんな
ところに住めるな、と思った。
帰りは中目黒から電車にのれなかったので、自由が丘
からは電車にのれるかと思っていたけどのれなくて、
11 キロか 12 キロも歩いて、すごくつかれた。
また大使館めぐりをしたいけど、電車がいい。

ボーイ隊
10 月 27 日 自転車ハイク
＠尾山台公園↔︎横浜方面
BS隊 オットセイ班
僕は今回の自転車ハイクで、自転車をこぐことの大変
さを学んだ。初め、僕は自転車だから楽だと思った。
確かに行きは楽だったが、帰りはゆるい坂道を登るこ
とができないほど、つらかった。スピードが徐々に落
ち、取り残されることさえあった。しかし、50km を
走りきることができた。来年はみんなに負けないよう
に走りたいと思う。
BS隊 カモメ班
ぼくは、サイクリングで上級生のスピードについてい
けましたが、自分の体力をすごく消耗しました。でも、
上級生が自分のペースに合わせてくれたので、あまり
遅れをとることはありませんでしたが、帰りの時はち
ょっと遅れてしまいました。しかし、サイクリングが
出来て楽しかったし、上級生が優しく接してくれたの
でうれしかったです。

11 月 4 日
BS ラリー＠八王子地蔵山キャンプ場
BS隊 オットセイ班
今回の活動は、BS ラリーでした。BS ラリーはスカウ
ト同士で技能を競い合うものですが、このラリーのた
めに以前の活動から訓練を始め、たくさんの準備をし
てきました。代表例は、ロープ結びと手旗信号、手旗
信号は、今まで全く触れてこなかったので、慣れるの
に少し時間はかかりましたが、できるようになりまし
た。またロープ結びは、数多くの結びがあり、その全
てを使用用途と関連づけて覚えるのにも時間はかかり
ました。しかし、その苦労のおかげでオットセイ班は
総合 3 位を取ることができ、また課題が見つかるラリ
ーにもなりました。
BS隊 トナカイ班
今回、僕は初めての BS ラリーに参加しました。ラリー
の結果は 74 ポイントで世田谷地区で第 4 位でした。
僕なりに精一杯頑張れたと思います。ですが、歌や計
測の方法などを忘れてしまっていたので、次回は全部
出来るようにしたいです。そして、今度は 1 位を獲れ
るように頑張りたいです。今日一日参加して、みんな
凄いなぁと思ったので、来年は自分達が凄いなぁと思
われるように頑張って行きたいです。

11 月 24 日 救急法訓練
＠玉堤地区会館

VS 隊
11 月 9～10 日

BS隊 オットセイ班

VS隊

VS隊

今日は初めての救急法でした。骨を折った人への包帯
の巻き方などを、勉強しました。そして、命の大切さ
も学ぶことができました。困っている人がいたら、自
ら助けて、今日のことを活用し、役立てたいです。

今回初めて参加した地区行事の 50 キロオーバーナイト
ハイクは情けないものとなった。下見なし初参加など
言い訳はあるのだが、それにしてもひどかった。ルー
トを間違えたことは然り、ペース配分すらも間違って
いたと思う。普通に歩くペースだと間に合わないこと
すら知らなかったのだ。その結果タイムオーバーで失
格となってしまった。それでいて足が痛いだの疲れた
だの言っている自分達はとてつもなく情けなかった。
完走した他団のスカウトの前で辛かったなんて言えな
かった。恥ずかしかった。自分たちのスカウトとして
のスキル不足を痛感する行事であった。

今回のハイクでは久しぶりの長距離とオーバーナイト
だったので不安でしたが、友達やほかの隊の人達も沢
山いて楽しむことが出来ました。
唯一の残念なことといえば 50km 歩ききれなかったこ
とです。でも友達と夜通し話すのは楽しかったです。

BS隊 トナカイ班
今回の活動では、自分と他人への応急処置について多
くのことを学ぶことができた。簡易担架の作り方、様々
なケガの包帯の巻き方、人工呼吸や AED の取り扱い方
などだ。例えば、簡易担架は、毛布と木の棒を組み合
わせるだけでできてしまうのだ。
町永副長にも来ていただき、とても充実した活動だっ
た。今回習ったことをいざという時に使えるようにす
るには、忘れないようにすることが重要である。

50 キロハイク

VS隊
今回は、ベンチャーになって初めての 50 キロオーバー
ナイトハイクに参加しました。
正直、スマホがあるし、道に迷うこともないだろうと
思っていたのですが、地図の見間違いで道を間違えて
しまったり、事前に下見もしていなかったのでチェッ
クポイントの場所がわからなかったりと、アクシデン
トばかりでした。
結局 35 キロ程でリタイアしてしまい、すごく悔しい
です。次回、また機会があれば今回の反省点を生かし
て準備をしっかりして望みたいと思います。

会議報告
育成会役員会
11 月 16 日（土） カブリーダー会議出席
1. 尾山台フェスティバルの反省。
2. クリスマス会に配るクッキーの手配。

会議予定
12 月は会議はありません。
1 月 25 日（土 ) 団委員会・団会議
育成会役員会
1 月は未定

20：00～

尾山台地区会館第 1 会議室

