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ビーバー隊
６月 14 日

ビーバー隊隊長

宝来公園ハイク

草島隆行

新型コロナウイルスの影響で３ヶ月ぶりの活動です。
半ば手探りの中ですが保護者の方のご理解もあり、無
事に全員参加となりました。
集合後入隊式を行い、宝来公園に出発です。今回は
九品仏発九品仏着の同ルート往復なので、久々に道順
ナビゲームを行いました。行きの道のりの特徴をしっ
かりスカウトに覚えさせ、帰りはスカウトのナビで帰
るゲームです。たまに帰り道の視点で後ろを振り返り
ながら道を覚えるように伝えたところ、皆真剣に覚え
てくれました。
宝来公園到着後、食べられる植物探しをしました。

梅の実や、木苺をスカウトが見つけてくれました。私
はゼンマイを見つけたので、形のヒントを伝えた上で
スカウトに探してもらいましたが、少し難しかったよ
うです。
帰りはスカウトのナビで戻ります。みんなで相談を
させながら帰りましたが、迷うこともなく予定通りの
時間に解散場所に到着できました。私もそうですが、
久々のハイクは正直疲れたようですが、今後もいわゆ
る自粛期間中にできなかった経験を提供できれば、と
思います。

６月２８日
ビーバー隊隊長

九品仏ツアー

草島隆行

あいにくの雨予報でしたが、朝の段階で強雨となら
ない予報だったので、雨具で実施となりました。本日
から新たにローバーの小針くんが参加してくれる、と
いうことで、前日に知った早々に無茶振りですが浄真
寺博士となってもらい、九品仏や浄真寺に関してスカ
ウトに説明してもらう役割をアサインしました。
見学者の１名を加えた４名で集合し、まずは浄真寺
に入ります。せっかくの雨ですので、雨の生き物探し
をしながら移動です。早速大きなみみずや蛾など色々
な生き物を見つけると、堀江副長がレア度に応じた点
数をくれる仕組みです。
九品仏の１体が補修中という予想外の出来事もあり
ましたが、白鷺の逸話や九品仏の名前の由来など、博
士が分かりやすく説明してくれました。その後は自由
が丘まで歩き、九品仏川緑道の源流探しです。途中、
マンホールの記号など予想外のことに興味を持ちつつ
も無事に源流点に到着。そこからは長靴のまま、猫じ
ゃらし公園の水路に入りびしゃびしゃになりながら遊
んだり、葉っぱを流してレースをしたり、雨の中では
ありましたが、楽しく遊べました。

カブ隊

れからも副長たちのご指導をいただきながら新米 DL
として頑張っていきたいと思います。
1 組 くま ■■■■
ひさびさに行ったのですごく疲れました。集合練習
の時思いっきり走ったので足がすごく痛くなりまし
た。でもまた早く行きたいです。
3 組くま ■■■■
久しぶりの活動で、初めての組長の役割をけいけん
して不安だったけれど、思ったよりうまくできてうれ
しかったです。
1 年間組長としてがんばっていきたいと思います。

6 月 21 日

ハイク 自然観察

CS 副長 青木由美

1 組 DL 杉山明日香

21日の活動は自然観察ハイクでした。
活動直前まで降っていた雨も上がり、絶好の活動日和
となりました。
活動場所は近くの宝来公園と多摩川台公園。
２つ共樹木が多く緑が豊かな公園です。
宝来公園ではしかとうさぎに分かれてカブブックの
計測を行いました。しかは身長を使って背の高い樹木
を測る割当法を使いました。皆、真剣にそして慎重に
測り、リーダーが計測して出した解答とほぼぴったり
の数字となりました。
うさぎは自分の身体を使って身近な自然を測りまし
た。くまスカウトはうさぎのお手伝い。道具を使わず
に測れることがわかったかな。

やっと始めることができた今年度初めての活動は、
前夜の豪雨があったとは思えないすばらしい晴天の中、
ポカポカ広場で「上進式・入隊式、基本動作」を行いま
した。
久々の活動でスカウトたちの体力不足を心配しまし
たが、三園副長のご指導が子供たちに良い緊張感を与
え、テキパキと多くのプログラムを予定通り進めてい
くことが出来ました。初DL 活動の私はついて行くのに
いっぱいで指導どころではなかったのですが、終わる
頃には各組の雰囲気も少し見えたと思っています。こ

多摩川台公園では指定された自然の物探しです。組
で分かれて様々な樹木を見つけて観察してもらいまし
た。最後に木の肌で木の名前を当てるクイズ、葉から
花を当てるクイズを組ごとに行いました。難しいかと
思いましたが、木肌クイズは全組が正解！よく観察出
来ていると感心しました！花当てクイズもひと組惜し
い答えの組がありましたが、人の意見に耳を傾け、チ
ームワークで答えた結果。2回目の活動でこの団結は素
晴らしいと思いました。さすが、スカウト！この日は
半日の活動だったので忙しい活動になってしまったの

6 月 14 日

基本動作 上進式・入隊式

CS 副長 三園真也
自粛明け久しぶりの活動で違和感ありありでした。デ
ィスタンスを意識したり活動も注意は必要かと思いま
すがやはり外で走るスカウトを見ると日常が少しづつ
帰ってきたなと思いました。

が残念。
次回の活動もお楽しみに！
2 組しか ■■■■■
宝来公園では、だいたいの計そくを習いました。何
メートルだろうと思ったときに、1回でも自分で、だ
いたいのメートルをはかりたいです。多ま川だい公園
では、色、見つける、スケッチの 3 つをはんで協力して、
全部クリアしました。そして、今回のような、長いき
ょりを歩くときは、次長として後ろから声をかけてい
きたいです。

BS隊 カモメ班 ■■■
上進式や初めての班での活動でちょっと緊張したけ
ど、役割決めやロープの結び方などが楽しかったです。
BS隊 トナカイ班 ■■■■
今にも雨が降りそうな状況で隊集会がスタートしま
した。まず、隊の皆さんと本当に久しぶりに会う事が
出来て心からうれしかったです。新しくボ－イ隊に入
隊してきた人たちと基礎練習をしましたが僕自身が確
かめながらの練習でした。途中からは雨が降ってきま
したが雨の中の訓練は本当にボ－イスカウトらしい訓
練に感じました。新人の人たちの見本になりグリンバ
－として恥ずかしくないように鍛錬していきたいと思
いました。
BS隊 トナカイ班 ■■■■
ボーイスカウトでの色々なことが知れたし、役割と
かは、大変そうだったけどやりがいがありそうで、楽
しみです！

ボーイ隊
6 月 14 日
隊集会 基本訓練

＠多摩川ベース

BS隊 オットセイ班 ■■■■■
今日は基本訓練でした。新たな後輩と一緒に、旗の
上げ下げや基本動作などをしました。まだ後輩たちは
分からないことだらけですが、自分に頼ってもらえる
ような先輩になりたいです。これから厳しいこともあ
ると思いますが、負けずにみんなで乗りこえていきた
いです。
BS隊 オットセイ班 ■■■■
ボーイになった一年目は休隊していたのですが、新
しく入ってきた子の手本となって休隊を感じさせない
ようにするのを目標にして活動しました。基本動作で
は、新しい子にも少し教えることができました。役も
みんなやりたい物をできていて、良かったです。でも、
旗の時は知識が少なくて班長、次長に教えるのを任せ
っきりにしていたので班長、次長が居なくても成立す
る様に頑張りたいと改めて思いました。
BS隊 カモメ班 ■■■■
今回、久しぶりに国旗掲揚などをして、基礎を見直
せるいい機会でした。また、カブから上がってきた人
がたくさんいるので、いい見本になれるよう努力しま
す。今年はなるべく参加できるようにしたいです。

6 月 26 日 班集会
勉強会 ＠奥沢区民センター
BS隊 オットセイ班 ■■■■■
今日は初めての勉強会でした。進歩手帳に、手旗につ
いてなど何個かサインをしてもらいました。リーダー
や先輩たちに色々なことを教えてもらうことができまし
た。勉強会に出来るだけ参加していきたいです。

会議報告
団会議
·

6 月２７日

尾山台地区会館第 1 会議室

各隊報告
ビーバー隊
カブ隊
ボーイ隊
ベンチャー隊
ローバー隊

·

２０：００～

当分は野外活動のみを行う
夏期舎営は 8 月に 2 泊 3 日で実施予定
夏期キャンプは、宿泊なし。デイキャンプ場を借り、
スカウトを 3 グループに分けて実施
6/26 ボーイ隊からベンチャー隊への上進式、他
カントリーデー(9/6) の計画
広報紙「さくら」の編集担当について

カントリーデーの実施について
ゴミ拾いは・・・？
会館（ホール）で行うプログラムを考える

·
育成会から
育成会員全体のライングループ開設
チラシ ( スカウト募集 ) を数校の小学校１，
２年生に配布
·
·

地区より
指導者講習会：10 月 18 日

桜丘小学校体育館

7 月度の活動費集金について

会議予定
7 月 25 日（土） 団会議

20：00～

尾山台地区会館第 1 会議室

育成会より
## 報告 ##
①育成会保護者全体ライングループ開設とご協力お礼
②ビーバー広報紙一部の小学校 1、2 年、他に配布
( 玉川、中町、尾山台、玉堤、上野毛まちづくりセンター、他 )
## 予定 ##
①育成会会議はネット方式予定 ( ライン )
②活動費徴収月の案内実施
＊ 次回会議予定日は未定

