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草島隆行

団行事の BP 祭です。今年はローバーが全体を仕切り
ます。全体集合の後、横山さんのお話で、BP 祭の意義
と BP のラストメッセージについての話がありました。
その後、例年と違ってボーイ隊からろうそくをともし
ていきます。ビーバーは二人しか来れませんでしたが、
ちょうどやくそくが二つだったのである意味丁度よか
ったです。
BP 祭の後は室内ゲームです。保科君が仕切りまし
たが、人数が多いカブを静かにさせるのに苦労してい
たようです。。。なかなか盛り上がったゲームの後は、
タイヤ公園で鬼ごっこや宝探しをして、九品仏まで歩
いて解散しました。
いよいよ年度末で 2 年生は残り 2回のビーバー活
動です。新型コロナが心配ですが無事にお別れハイク
まで実施できるよう祈りたいところです。

カブ隊（後半はスケート）
プログラム担当 副長 三園 真也
セレモニーだけだと、出席率が悪いので、アイスス
ケートと、抱き合わせプログラム。
BP 祭の献灯は厳かに粛々と行われ、その後はローバ
ー隊進行のゲームプログラム。
各隊とコミュニケーション出来る貴重な時間です。
アイススケートの準備運動にピッタリの足腰を酷使す
るゲームでスカウト全員楽しんでいました。
スケートリンクは、例のウィルス騒ぎの影響か、通
常の 1/4 程度の客数で、スイスイ滑れていました。
今日は氷のコンディションが良かった（土屋隊長談）
ちなみに、私は腰痛で見学サポート。
滑らないリンクがこんなに寒いと初めて知る良い経
験が出来ました。

1 組 うさぎ
ボーイスカウトをパウエルさんが作ってくれたから今
があるということに感謝します。スケートは初めてで
たくさん転んだけれどやっていくうちにスピードが出
せるようになって楽しかったです。

2 組 くま
BP 祭では横山副団委員長がベーデンパウエルについて
話してくださいました。ぼくもベーデンパウエルの精
神を忘れずにスカウト活動をしたいと思いました。
アイススケートではいつもより速く滑ることができま
した。みんなと一緒に滑って、仲を深めることができ
て楽しかったです。
3 組 くま
今日のアイススケートでは、新型コロナウィルスの影
響であまり人がいませんでした。
人が少なかったので、たくさん滑れました。
僕はバスケットボール部に所属しているのですが、バ
スケットの試合が後日に控えていたので、気をつけて
転ばないように、滑りました。
後はコロナウィルスに感染していないように祈るだけ
です。
また、氷をなめらかにする作業車がとても迫力があっ
て、ものすごかったです。その作業の後は、作業前と
は大違いでとてもつるつる滑りました。
カブスカウトはあと少ししかないので、残りの活動を
大事にしたいです。

ビーバー隊

２月９日
割りばし鉄砲作り
ビーバー隊隊長

草島隆行

久々の工作です。保科副長の発案で昔ながらの割り
ばし鉄砲作りをしました。まずは、一番簡単なもの（文
字で説明できませんが・・・）で、輪ゴムを使った割
りばしの留め方を練習します。普段なかなか輪ゴムで
ものを留めることがないせいか、バツの字で十字に割
りばしを留めたりするのも最初は苦労していましたが、
あっという間にマスター。
次は定番の引き金付きのものを作ります。工程ごと
にしっかり説明をしたせいか、みんな上手に作れまし
た。完成後はみんなで的に向けて射撃大会です。輪ゴ
ムを弾丸にして紙コップにそれぞれ絵を描いて的にし
たものを狙います。シンプルな遊びですがみんな夢中
で、リーダーが思っていた以上の時間を要するほどで
した。
保護者の方からも聞きましたが、解散後自宅でまた
思い思いの割りばし鉄砲を作ったスカウトも多かった
ようです。

カブ隊

2月9日

てくたくハイク

カブ隊副長 中澤 仁

ボーイ隊
BS隊 オットセイ班
今年の BP 祭はボーイ 5 名で出席者は少なかったです。
行事は毎年と変わらずでした。全スカウトとのゲーム
進行がローバーの人で大変そうでした。カブ隊が話し
を聞かなくて騒がしい。ボーイにあがるとそれも落ち
着くのではないかと思っている。もうすぐ みんな
上進だ！
BS隊 カモメ班
久しぶりの BP 祭は後輩たちの成長がよく見れてとて
もいい物になりました。4月から高校生になるのでき
ちんと後輩たちの見本になれるよう、技術的にも人間
性も上げていきたいです。BP 祭の大切さを改めて知り
ました。

副長としての初企画。
寒さは身にしみましたが、快晴の中、雪景色の富士山
も見れ、各組共に協力して石碑ポイントを回れた様子
でした。今回の目的の一つでもある時間管理について
は、大きな遅刻もなく、みんなの成長が見れました。
自分たちが生まれ育つ地域の地理、歴史を知ること、
地図を読むこと、そして何よりも、仲間と協力しなが
らゴールを目指し、達成することを学んでくれたので
はと思います。
31 カ所全部を回ることが出来た組はないので、是非、
友達や家族と残りを回って、てくたくハイクの拓本を
完成させてみて下さい。完歩が達成したら、等々力駅
渓谷側の出口を左に曲がった所の世田谷区玉川総合支
所 等々力庁舎 2階にて拓本を見せて完歩証明のハン
コと素敵なキーホルダーをもらうことが出来ます。何
ごとも最後まで達成することが大切です。
残念ながら今日、楽しみにしていたけど、事情により
参加出来なかったスカウトのみんなも、拓本を渡しま
すので、挑戦してみて下さい。
最後に、大きな怪我並びに事故もなく、回れるように
気配り指導頂いた DL 並びに副長の方々に感謝致します。

3 組 DL
3 組からは、7 名のスカウトが参加した「てくたくハイ
ク」でした。
新年こどもまつりではゴール時間に間に合わなかった
ので、今回は地図を読んで、今どこにいるのかを意識
するように促しました。石標の位置が分かりにくく時
間がかかるポイントもありましたが、みんなはりきっ
て探してくれて、26 か所を回ることが出来ました。隊
での活動とは また少し違って、お昼休憩をした公園で
みんなで少し遊んだり、おしゃべりしながら歩いたり、
塀の上を行ってみたり、くま・しか・うさぎ みんなで
楽しく活動していました。目いっぱい回ったので、最
後は走る羽目になってしまいましたが、それはそれで
良い思い出になったかと思います。普段の生活では自
転車移動が多く、全く気づいていませんでしたが、歩
いてみるとこんなにたくさんあちこちに石標があるこ
とに驚きました。拓本を集めながら、楽しいハイクが
出来ました。残りのポイントも回ってみようと思いま
す。
2 組 うさぎ

しかったです。最後は、残念ながら 3 位でした。でも、
次は 1 位を目指して頑張りたいと思います。
3 組 うさぎ
僕はテクタクハイクに行きました。今日は九品仏コー
スでした。僕はテクタクハイクとは何かと思いました。
僕は 31ヵ所あった中、26ヵ所行きました。時間にはお
くれたけど、1 位でうれしかったです。僕の住んでい
る奥沢にも僕の知らなかった場所がたく山ありました。
たのしかったです。
4 組 くま
今回で最後のてくたくハイクとなりました。今年は自
分が組長なのでうまくいくか少し心配していました。
しかし実際はうさぎなどが地図を見て行動してくれて
成長したな、と思いました。結果は 3 組の人数の多さ
に完敗しました。少し悔いがありましたが最後に 2 位
という成績を収める事ができたのでよかったです。

僕は、てくたくハイクでは、石碑を見つける時は、全
然見つからなくて大変でした。でも、見つける事も楽

ボーイ隊
2 月 2 日 信仰奨励章研修会（世田谷地区
主催）＠乗泉寺世田谷別院
BS隊 トナカイ班
今回の活動は宗教奨励章を取るための活動でした。そ
れは菊章を獲得するための活動でした。乗泉寺のお坊
さんにお話を聞きました。長井家の基本的な宗教は浄
土真宗で、自分の学校はキリスト教の学校です。その
ためなかなか聞けない仏教の成り立ち、考え方信じる
ものを持つことへの重要性を学びました。最近はオウ
ム教のこともあり、宗教というものに悪印象を持った
世間の現状を改めて教えてもらい、この先の日本は海
外と交わって行く中、宗教を持つということは人の心
を作るものと考えられている。つまり宗教を持ってい
る、もっていない ( 無宗教 ) かはっきりしていない人は、
外国の人にとっては心がまだできていないと考えられ
てしまう時代が来るかもしれません。僕は日本はそん
な国だと思われたくありません。そのため将来にため
にも自分や周りの人々に宗教の重要性を伝えたいと思
います。菊章を取れるように全力で取り組みたいと思
います。保科さん、そして寺院の方々、関係者に感謝
しています。このお祈りを主イエスキリストの御名を
通して御前にお捧げいたします。アーメン
BS隊 トナカイ班
今回はお坊さんのお話を聞けるという貴重な機会でし

た。約2時間のお坊さんのお話しを聞いていて一番心
に残った言葉が「化他行」という言葉です。この言葉
の意味は、誰かのために動くという意味で、お坊さん
によると、この行動が幸せになるための方法だという
ことでした。誰かのためにつくすとそれがいずれ自分
に返ってくる、ということを聞いて、ボーイスカウト
のスローガンである日々の善行を思い出しました。こ
れはボーイスカウトとしてではなく、人として一人前
になるために必要だと気付き感動しました。また宗教
を持つことのメリットに気づかされ、前よりも宗教の
イメージが良くなり興味が湧きました。今回の話は良
い人間になるためにとても重要なことだなと思いまし
た。この知識を日々の生活、そして人生に活かしてい
きたいです。
BS隊 トナカイ班
今回の信仰奨励章研修会は乗院寺世田谷別院で行ない
ました。参加者は 10人でした。今回の講習会の話を聞
いて、僕にはちょっと難しくてあまり分かりませんで
した。そして、人間は生きている限り、苦しみはたく
さんあるということ。執着心や欲がある限り、幸せに
なれないことぐらいしか分からなかったので、中学生
になる来年も講習会に行って、今年よりも学んで身に
付けて行ける様に勉強して行きたいです。

2月7日
GBM・班集会・勉強会
BS隊 オットセイ班
今回は約1 年ぶりの活動でした。前は出来たことも忘
れていたので少し焦りを感じ継続は大事だと思いまし
た。それはロープの初級の振り返りと 2 級のロープを
した時に忘れたことが多かったからです。でも先輩に
教えてもらえたのでそれを活かしていきたいです。な
のでこれからは [ 継続 ] を意識して行きたいです。そし
て、先輩に教えてもらいつつ月の輪に教えていけるよ
うにしていきたいと思います。

2 月 16 日 月の輪集会
＠野毛区民集会所・多摩川堤防
BS隊 オットセイ班
今回のボーイスカウトでは、活動の一環でモールス信
号のゲームをしました。僕と青木君で企画しました。
簡単な一文字なものでしたが、盛り上がってくれたの
でやりがいがありました。参加者の楽しそうな顔が見
られて嬉しかったです。
BS隊 オットセイ班
今日は月の輪集会で、たくさんの月の輪スカウトと一
緒に勉強しました。ボーイスカウトの基本「ちかい」
と「おきて」から国旗掲揚やロープの結び方などを勉
強しました。月の輪スカウトはスラスラと覚えて、僕
は忘れていたこともいくつかあったので焦りを感じま
した。自分も班のみんなに追いつくように頑張ります。
BS隊 カモメ班
今回は、月輪集会を行った。月輪たちの初級の取るべ
き項目についてボーイ隊が教えた。月輪たちも飲み込
みが速くこちら側も教えやすかった。午後は、外に出
てフライを立てる作業の部品などを教えた。また、国
旗掲揚の仕方も教えた。月輪は、とても元気だがその
反面元気すぎてうるさいので静と動でメリハリをつけ
れたら良いと思う。
BS隊 トナカイ班
今日は入隊式のまえの活動ですが、僕が月の輪スカウ
トの時受験で 1月くらいには休隊していたので、僕は
入隊式やその他の活動ができませんでした。なので、
いろいろと驚いたことがありました。例えば班長が月
の輪スカウトからボーイスカウトに上進させるかを決
めたところです。もしかしたら上進できないスカウト
が出てくるのではないかと心配しましたが、すべての
スカウトが上進できてよかったです。今回の活動で初
級章を修めたので、次は 2 級取得を目指したいと思い
ます。

会議報告
育成会役員会 2 月 7 日 ( 金 ) 9:30～12:00
1. 入団説明会チラシ印刷・仕分け作業
2. 次期役員選出準備

奥沢地区会館 活動フロアー

会議予定
3 月 8 日 ( 日）
「入団説明会」10：00～ 玉堤地区会館第 2 会議室（２Ｆ）
3 月 8 日 ( 日 ) 育成会役員会
3 月 28 日（土）団委員会・団会議 20：00～ 尾山台地区会館第 1 会議室

育成会より
有志の方にご協力いただき入団説明会のチラシを 25ヶ所以上、
2500 枚ほど配布しました。ご協力いただいた方々どうもあり
がとうございました。

