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つなぐ想い ～「さくら」リニューアルにあたり 
育成会長 磯田晶子 

「さくら」9 月リニューアル記念第 1 号…。 
世田谷第 5 団がまた新しい歴史をきざみまし

た。一新されたタイトルデザインから、新編集
担当の神田ローバースカウトの想いが伝わって
きます。できたてのニューバージョンを新鮮な
気持ちで読みながら、あらためてバックナンバ
ーをさかのぼり、「さくら」という 5 団の文化
の素晴らしさを再認識します。 
旧編集担当の畑崎さんは言うまでもなく、広

報委員の山田さんや草嶋さんなど、多くの方々
の手から手へ受けつがれて「さくら」は今の姿
に至りました。そう思うと、感慨もひとしおで
す。 
 
昨年度の 5 団ホームページのリニューアルも記憶に新しいところです。 
花俣前団委員長が創設して長きにわたって管理なさっていた、緑色に統一された気品ある 5 団

のホームページ。それが 2019 年末、渡口ローバー隊長の組織的な管理のもとに我が団の“今の顔”
に刷新されました。ネット全盛のご時世、ホームページに担わせる役割を変えながらも、5 団の
伝統は引き継がれ、我々を楽しませてくれています。 
このニューステージへの期待感は、花俣前団委員長の 5 団への強い想いが直近の土台を用意し

たからこそ。ホームページにとどまらない花俣さんの 5 団に対する多大な貢献に、ただひたすら
頭がさがります。 
 
以上から分かるように、5 団のこれまでの歴史は、その時々に役割を果たした多くの人々のバ

トンリレーによって紡がれてきました（そもそものボーイスカウト運動自体が、そのようにして
続いてきたはずです）。今回の「さくら」リニューアルは、その分かりやすい例と言えるでしょ
う。 
 

＊＊＊ 
 
ご存じの通り「さくら」には、毎回たくさんのスカウトの元気な写真やイケてる感想文が載っ

ています。リーダー方のお言葉にも個性が見え隠れ（笑）。上級スカウトに至っては唸らせる力作
寄稿ばかりで、なんとすごい人達の集まりなのだろうと腰を抜かします。 

5 団のパワーが炸裂し、様々なメンバーによる色とりどりのコンテンツが咲き誇る、まるで花
畑のような「さくら」。その編集に私が初めて関わったのは 10 年余り前，臨時で広報委員のお手
伝いをさせてもらった時です。 
地区会館の小部屋に 5 人ほどの広報委員が集まり、皆で文章や写真を切り貼りして紙原稿を作

成しました。完成したら近くのコンビニまで走り、配布枚数分カラーコピーをして封筒に詰め、
切手を貼って郵送する…どころか、実はほとんど自走郵便配達でした！ 
今から思えばびっくりするくらいアナログな手法——前回「さくら」の横山団委員長寄稿の“青

色ボールペン原紙”には敵いませんが（汗）——で、「さくら」はメンバーに届けられていたので
す。文字通り、手から手へバトンをつなげて…。 
 
もうひとつ“つながり”というキーワードで私が思い出すのは、カブ隊の指導者経験です。特に

 

特別寄稿 



リーダー会議は強烈でした。 
メンバー皆が頭は冷静でありながら心は燃えるように熱いそのリーダー会議は、担当副長が活

動の企画書を用意して、企業のプレゼン並み（見たことがないので多分）の精査が行われます。
企画の現実性・安全性・スカウトへの効果などが厳しくチェックされるのです。 
会議の締めには「わたくしは良い指導者になります」と唱和し、三指敬礼します。カブ隊指導

者だった当時、熱意をもって活動を続ける先輩リーダー方に尊敬の念を抱いたものでした。その
熱量は、リーダー会議をはじめとする様々なつながりの中で、多くのメンバーに確実に伝わって
います。私もその熱を受け取ったひとりです。 
おそらく今も、カブ隊のリーダー会議は同じように行われているでしょう。また他隊のリーダ

ー方も同じように熱い気持ちで活動を続けられていることと思います。皆様のご尽力に深く感謝
いたします。 
 

＊＊＊ 
 
ひとりひとりの想いが強くつながってこそのボーイスカウト運動です。 
 
「さくら」はその想いを目に見える形にしたもの。 
「さくら」は 5 団の魂そのものだと思います。 
 
ボーイスカウト世田谷第 5 団に関わった人たちが綿々と伝えてきた想いを未来につなげるため

にも、私たちはこれからも元気に活動していきます。 
若い息吹がもたらすこの先の新しい「さくら」を支え、5 団のさらなる力につなげていきま

す。 
そして育成会は、過去から受け継いできた魂を守るとともに、今のメンバー同士のつながりを

支える、“縦糸と横糸を結ぶ温かな存在”でありつづけます。
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2020年 9月 6日（日） 

生田プラネタリウム 
ビーバー隊隊長 

草島隆行 

予定されていたカントリーデーが中止となったため、
急遽生田緑地のプラネタリウムに行きました。9 時の
集合時間では雨は止んでいましたが、電車から見た
多摩川は増水しており、やはりカントリーデーは無理だ
ったな、と思いつつ、登戸まで移動します。登戸からは
歩いて生田緑地に行きました。プラネタリウム上映まで
は同じフロアの展示を見ようと思いましたが、コロナの影
響でさわる系の展示が全部なくなっていたのは残念で
した。プラネタリウムが初めてのスカウトも多く、楽しんで
もらえたようです。解散時にプラネタリウムでやっていた
今日の月の近くにある惑星は何︖ という問題も全員
正解で何よりでした。皆さんは分かりますか︖

2020年 9月 20日（日） 

なしもぎ 
ビーバー隊隊長 

草島隆行 
食欲の秋︕ ということで毎年恒例のなしもぎに行っ

てきました。二週連続となった登戸から歩いて三平農
園に向かいます。今年は梨だけではなく、キウイ、レモ
ン、みかん、唐辛子も採りました。普段スーパーで買う
ものの収穫はとても貴重な体験でスカウトも付き添い
の保護者も興奮ぎみ︕ 一方で中腰で歩かなければ
いけない梨農家の苦労も知ることが出来ました。一通

り収穫したあとは梨の試食です。いっぱい出してもらい
ましたがスカウトがむいたそばから食べるのであっという
間になくなりました。 



2020年 9月 6日（日） 

ロープ結びとストロー吹き矢 
カブ隊副長 

清水虎之介 
9月 6日。この日はローバー企画のカントリーデー

のはずでしたが、雷雨の予報もあり、雨天中止に。私
はカブ隊の副長でもありますが、それ以前にローバース
カウトとして、3 か月近く前からみんなで企画を練って
きました。そんな企画が中止になるのはやはり残念。し
かし、こればかりはどうしようもないと立ち直り、いざカブ
隊の雨プロへ。 
雨プロでは、午前中に上野毛地区会館の大会議

室にて、ロープ結び、カブブックの履修、ストロー吹き矢
ゲームの 3 つを行いました。 
ロープ結びでは、学年関係なく全員でうさぎレベル

からくまレベルまで練習。みんななかなか苦戦していま
したが、くまレベルでもなんとか結び方をマスターしようと
頑張る姿が見られました。 
ストロー吹き矢は、初めての試みで、各副長が試行

錯誤しながらのゲーム展開となりました。しかし、スカウ
トがみんな楽しそうに挑戦していて、順位も 1位の組
が 3 つも出る等、盛り上がった中でゲームは終了しま
した。私も 1組のスカウトの代役として参加しました
が、狙った場所に飛ばすのが思いの外難しく、完全に
戦力外でした。。。（ごめんなさい） 
この雨プロが始まる前、カブ隊のみんなにカントリー

デーでは「すごろくゲーム」と「水鉄砲ゲーム」をやる予
定だった、ということを伝えました。するとスカウトからは
「え～、やりたかった︕」「楽しそう︕」という反応が。こ
の反応を見て、これは是非いつかやらないと︕ といくら
か報われた気分になりました。スカウトのみんなも、いつ
かもう一度このゲームの企画をしたいと思うので、それ
まで楽しみにしていてください︕ 

 

 
1組うさぎ 

■■■■ 
水でっぽう楽しみにしていたので残念でした。そのか

わりにロープ結びの練習がたくさんできてよかったです。 
本結びや知らなかった結びかたをいろいろ教えてもら

えました。 
吹き矢はやってみたらうまくねらえなくて難しかったで

す。 
また今度やってみたいです。 

2組うさぎ 

■■■■ 
ロープ結びで、ちょう結びがむずかしかったです。けれ

ど、他の結び方は意外とできたのでうれしかったです。
吹き矢は 9 メートルもとんだのでよかったなあと思いまし
た。 

3組うさぎ 

■■■■■ 
ロープが前回よりもうまくいってたので嬉しかった。吹

き矢はあまり飛ばなかったのでもう 1回チャレンジしたい
です。2 組の森組長の吹き矢の吹き方がよくて真似し
たいと思いました。 

4組しか 

■■■■ 
ストローふきやは、遠くに飛ばす競争がめちゃくちゃ

楽しかった。 
■■けいた君が一番遠くに飛ばしたので、4 組が

一位になれたのがうれしかった。 
ロープ結びは、しかのむすび方とうさぎのむすび方は

できたけど、くまのもやい結びはむずかしくてできなくてく
やしかった。だけどロープ結びも楽しかった。

 



2020年 9月 27日（日） 

テント＆火おこし体験 
カブ隊副長 

太田雄介 
今日は多摩川河川敷で「火起こし体験+テント設

営撤収」の日。ゴルフ橋から、今年の活動では初め
て、等々力渓谷を通って第三京浜の高架下付近ま
で歩きました。 
到着後は 2手に分かれ、前半は 1&3組が火起

こし、2&4組がテント設営を、後半は逆転してそれぞ
れの体験をします。見学者も一名参加。僕は火起こ
しの統括者として参加しました（なので、テントの感想
はスカウトやデンリーダーの感想文をご覧ください）。 
四角い焚き火台を二つセットし、それぞれの四辺に

1～２名ずつスカウトを配置しました。各自、高木副
長・大西副長の指示のもと、新聞紙を雑巾絞りする
ような要領で小さな薪を用意します。それを井型に組
んだ本物の木の薪の内側に、これまた井型に置き、さ
らに細く畳んだティッシュを導火線になるように薪の中
央から外側に向けておきます。薪が三段組み上がった
ら、縦方向に細い薪を人数分挿し入れました。 
そこからが、本日（人によっては）一番の難関のマ

ッチの点火練習です。軸がブレない持ち方を習い、箱
に擦り付けて点火、軸にちゃんと火が灯るのを確認し
たあと、手を離す。という一連の動作を練習しました。
難なくできる子もたくさんいましたが、中にはなかなかう
まく擦って点火することができない子、火傷を怖がって
擦ることもできない子もいました。来年は全員がうまくク
リアできたらいいなあ。 
その後、組ごとに合図とともに一斉にマッチでティッシ

ュの導火線に着火します。どの組が一番早く薪が燃え
上がるかを、組対抗とし、年間プログラムの得点対象
としたので、着火から 30秒ごとに写真を撮りました。
写真判定の結果、1位 3組、2位 1組、3位 4
組、4位 2組という結果になりました。 

焚き火の火が安定したあとは、各自が長い棒の先
にマシュマロを刺し、火で炙って、中身が溶けて膨らん
できたらリッツでサンドする「スモア」を作りました。初めて
食べる子もいたようで、すごく美味しい︕ という声があ
ちこちから聞こえてきました。外で食べると、余計に美
味しいよね。 
今年はコロナのせいで、デイキャンプがなくなり火起こ

しができなかったことと、夏季舎営も短縮されて、くまの
子たちのテント泊もなくなったため、その二つを経験す
るために急遽やることを決めた活動でした。急ごしらえ
のプログラムの割に、やってみたら、野外でテントを張っ
て火を起こすという、いかにも「ボーイスカウトらしい」活
動になったと思いました。来年以降も独立したプログラ
ムとして、春先の早めの時期にやっていくのもいいのか
な︖ と個人的に思いました。 

1組 DL 

杉山明日香 
火起こしとテント設営をしました。 
マッチの使い方はたどたどしい様子でしたが、薪を燃

やしたあとのご褒美はスカウトにとって嬉しかったことでし
ょう。 
テント設営の協力も見られ、組としてまとまってきて

いると感じました 



1組しか 

■■■■ 
今日の活動では、テントの組み立てでポールを通す

のが難しかったです。 
マッチの正しい擦り方を学べてよかったです。 

2組しか 

■■■■■ 
今回の活動では、初めての火起こしとテント設えい

をしました。テント設えいでは、組で協力し、組み立て
ることができました。次に火起こしでは、いげたを組んだ
りマッチの使い方などと覚えることがいっぱいでしたが、よ
ーく覚えて、家族やカブのキャンプに行ったときに、このこ
とを思い出したいです。 
次のぼきん活動でもがんばりたいです。 

4組しか 

■■■ 
僕にとって 4回目のカブスカウトでした。 
等々力渓谷は初めてで見たときに自然がいっぱい

だなぁと思いました。 
そこからしばらく歩いて芝生に着きました。 
そこではテントを立てたり、火おこしでマッチを使って

火起こしたり起こした火でマシュマロを焼いてクッキーで
挟んで食べたり楽しく活動できたのでよかったです。 
次回も楽しんで活動をしたいです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2020年 9月 6日（日） 

タープ張りトレーニング 
オットセイ班 

■■■■ 
雨天の予報の中、ターブ張りを行いました。雨風が

強くて、作業が進まなかったので、どうなるのかと思いま
したが、ターブが無事に完成したので良かったです。 

カモメ班 

■■■■ 
今回は途中から雨が降り、作業が大変でした。雨

が降る前にタープを張ることができなかったので、もっと
早く作業する必要があるとわかりました。次作るときに
は作業時間を短縮し、強いタープを張りたいです。 

カモメ班 

■■■■ 
9月 6日の活動は、とても自分の中では、うまくター

プを作れていたと思います。ですが、改善点はあると思
うので、そこを直して、もっとよいものにしたいです。 
 

トナカイ班 

■■■■ 
雨により楽しみにしていた水のイベントがなくなってし

まったこと、雨上がりでむし暑く何度も水分補給をしな
がらのタ-プ張りは大変疲れました。ただ、訓練したとい
う実感があったことは良かったです。最近は予定時間
を超えてしまうことが多く、技量の未熟さを痛感してい
ます。備えよ常に、今後は日頃の空いた時間も練習
を意識したいと思いました。 

トナカイ班 

■■■■ 
今日のフライ張りでは、トートラインヒッチという結び

方を学びました。 
トートラインヒッチは、テントなどに使われていて、長さ

が調節できる結び方です。 
僕は結構ロープ結びが得意な方だったので、結構

早くに習得しました。 
本当はカントリーデーの予定だったのですが、なくなっ

てしまって残念です。 
タープが出来上がるのが、結構遅くなってしまいまし

たが、みんなで力を合わせて、無事成功してよかったで
す。 
これからも、いろいろなロープの結び方を習得できる

ようにがんばります。 
 
 
 
 
 
 

  



2020年 9月 27日（日） 

読図ハイク 
オットセイ班 

■■■■ 
今日、手旗や方位磁石を使って3つのゲームをしま

した。 
手旗は、助け合いながら、練習をしました。手旗を

覚えるのは大変だったけど、0~14 まで覚えられてうれ
しかったです。 
さまざまなゲームがあって勉強になり、良いことばかり

教わりました。ゲームをまたやって、いろいろ学んで、しっ
かりとしたボーイスカウトになりたいです。 

オットセイ班 

■■■■ 
今回のボースカウトでは、コンパス、地図記号、十

六方位の三つのゲームをやりました。 
その中で、僕が一番印象に残ったのは、コンパスを

使ったゲームでした。 
そのゲームは、「紙に書かれた指令をもとに、コンパ

スとロープを使って目的地まで行く」というものでした。 
僕らは、その目的地までは問題なくいけました。 し

かし、最後の指令の「バックベアリングを使って元の場
所まで戻る」というものはバックベアリングという技法を
理解できてなかった為、うまくいきませんでした。 
日頃からハンドブックを読んだりしていれば、きっと今

回のゲームは勝てたのではないかなと思います。 
 「そなえよつねに」の大切さを、改めて感じる事がで

きました。 

カモメ班 

■■■ 
暑くもなく寒くもなくちょうどいい天気でした。 
コンパスや手旗信号やロープを使っていろいろな遊

びができたし、進級手帳も書けたので楽しかったです。 
地図記号を読みとるのが謎解きみたいで面白かっ

たです。 
最優秀組賞をとれたので嬉しかったです。 

トナカイ班 

■■■ 
今回の活動ではオットセイ班、カモメ班、トナカイ班

で 3つのゲームをして得点を競いました。まず 16方位
を順番に言っていくゲームをしました。結果は途中僕と
I さんがミスをしてしまったので、最下位になってしまいま
した。 

2 つ目のゲームは、記号を覚えて書くというゲームを
しました。結果はまたまた最下位で悔しかったです。 

3 つ目のゲームは、コンパスとロープを使って目的地
までたどり着くというゲームをしました。結果はHさんと k
さんのおかげで1を取ることが出来ました。総合結果で
は、1 にはなれなかったけどいろんなことができるように
なったし色々なことを覚えられたのでうれしかったです。 



トナカイ班 

■■■■ 
今回の活動は、四時間と短い時間でしたが、たくさ

んのこれから役立つ経験ができたと思います。 
たとえば手旗練習です。震災の時、電話やメールが

つながらない時、大いに役立つと思います。 
二つ目はバックベアリングです。地図を読んでそれを

記録する技術はこれからのハイキングで大きく役に立つ
と思います。 
今回多くの技術を勉強しましたが、まだ勉強すべき

ことがたくさんあるので、これからも活動したいと思いま
す。 
  



2020年 9月 6日（日） 

カントリーデー企画・計画 
ローバー隊 

保科玄樹 
今年の 3月だか 4月だか、ローバー隊議長に任命

されたその時から、ずっと嫌な予感がしていた。昨年
に続いてローバー隊にカントリーデーの企画が任せられ、
その責任者に自分が任命されるという予感だ。 
嫌な予感はたいてい的中する。そういうのを、ひねた

ビジネスマンは「マーフィーの法則」と言うらしい。 
みんな大好き Wikipedia によると、マーフィーの法

則とは次のようなものだ。 
 基本精神︓″If it can happen, it will 

happen.″（起こる可能性のあることは、いつ
か実際に起こる） 

 基本的表現︓″Anything that can go 
wrong will go wrong.″（うまく行かなくなり
得るものは何でも、うまく行かなくなる） 

 有名な具体例︓″The chance of the 
bread falling with the buttered side 
down is directly proportional to the 
cost of the carpet.″（落としたトーストがバ
ターを塗った面を下にして着地する確率は、カ
ーペットの値段に比例する） 

…果たしてマーフィーの法則は正しかった。 
 
企画を考え始めた時は、昨

年と同じように「ゴミ拾い&チェッ
クポイントでのゲーム」と「今年
の各隊活動の記録映像上映
会」の 2 部構成を採用すれば
楽できると思っていた。ただその
時には既に、新型コロナウイル
スが社会を変えつつあった。 
東京オリンピックを延期に追

い込んだコロナである。当初の
カントリーデー企画も（1）ゴミを拾い集める行為その
もののリスクが高まり、（2）室内に大人数で集まるこ
とも難しくなった。マーフィーの法則の基本精神が教え
る通りである。 
となると、代わりの案を考えなければならない。

Zoom を使ったオンライン会議を行い、ローバースカウ
トで様々な案を出し合った。それを持って月例の隊集
会（and 勉強会）に出席したところ、渡口隊長から
また違う案も出てきて、それらをまとめ切るのが大変だ
った。 
最終的に我々は、すごろくゲームと水鉄砲ゲーム

をやることに決めた。 

 
7 月 25 日、カントリーデー本番 6 週間前の土曜

日、団会議に出席し、次の団会議までにカントリー
デーの計画書を作成することを約束した。 
この時点では、野毛公園に全体集合した後、多摩

川まで移動することにしていた。しかしこれではタイムス
ケジュールが厳しいと分かったため、より早い時間に直
接多摩川へ全体集合することにした。当日の時間の
イメージが甘かったのだ。 
加えて、各隊にどこまでお願いして良いのか、どれくら

い朝早い時間まで集合時間として良いのか、その感
覚が無いため特にビーバーやカブに遠慮していたところ
もあったと思う。 
この日までの準備も色々と大変だったが、それはま

だ企画段階にすぎなかった。企画は「何をやりたいか」
を考えるが、それに続いて「やりたいことをどう実現する
か」を考える計画段階がある。計画書にはその具体的
な中身を書かなければならない。先月の 2020 年さく
ら 9月号で横山団委員長が書いておられた「段取り」
の重要性が増してくるのだ。 
本当の困難はここからだった。 

 
8 月 15 日、カントリーデー本番 3 週間前の土曜

日、団会議に持ち込んだ計画書は未完成だった。考
えなければならない要素が多く、情報処理が追いつか
なかった。必要備品やゲームの詳細、当日のスタッフ
の動きなどが詰められていなかった。 



例えば、予算のことを聞かれてざっくり 1 万円と答え
たが、もう少し精度が必要だった。すごろくゲームで使う
サイコロは大きい方が絶対に盛り上がるので妥協しな
い。他方、水鉄砲は安いもので問題ない。サイコロは
1個だが水鉄砲は人数分必要なので、サイコロにお金
をかけた方が費用対効果も高い。このような判断が大
切だと学んだ。 
とは言え、この日も質問がそれほどたくさん出たわけ

ではなく、正直ホッとしていた。次回の Zoom を使った
直前説明会までに細かいところまで具体的に検討し
て、報告することになった。 
 
そしてそれからの 2週間、計画書を仕上げるのに苦

しんだ。2 つのゲームのルール詳細や、当日のスタッフ
及び時間の流れを細かく決めることが非常に面倒で
大変だった。 
普段は自分ひとりの行動を計画するか、多くても数

人の仲間の行動を計画するくらいしか経験しない。し
かし今回は年上のリーダーを多数含む 50 人超の行
動を計画しなければならない。事態はずっと複雑で責
任も重い。 
この計画書が無ければ、各隊やスタッフは当日うまく

動けない。「リーダーは、自分あるいは自隊はどう動
けば良いのか︖ という観点でこの計画書を読む。
だからそれに答えるように、読み手の立場を想像して
必要な情報を計画書に書かなければならない」とい
うことを学んだ。 
いや、そのことは聞いて知ってはいた。しかしそれを計

画書上で実践するのが困難だったのだ。 

 
8 月 30 日、カントリーデー本番 1 週間前の日曜

日、カントリーデー当日のリハーサルを行った。すごろく
ゲームのマスの作り方や水鉄砲ゲームのフィールドを確
認した。ポイを頭につけて実際に水鉄砲で撃ち合うこ
ともした。書類を作るよりも、現地で実際に動く方が遥
かに気楽だ。 
このリハーサルで確認した内容と、この日までになん

とか形にした計画書を持って、夜の直前説明会に臨
んだ。苦労の甲斐あってか、このイベントの目的と手段
を各隊隊長にきちんと伝えられたように思う。すごろくゲ

ームのマスの作製や水鉄砲ゲームの審判に必要な人
数を説明し、各隊から出してもらうリーダーの数を調整
できた。 
ここにきて、カントリーデー成功の予感が増してきた。 

 
次の日からカントリーデーに必要な物を集め始めた。 
中でも調達するのが難しかったのは水鉄砲である。

8 月が終わり、水鉄砲の需要が落ちていたのだ。ダイ
ソーやキャンドゥなどの 100 円ショップから水鉄砲は消
えていた。近所の個人営業の100円ショップに大量に
残っていて事なきを得たが、危ないところだった。今後
の教訓としたい。 
 

9月6日、カントリーデー当日の日曜日、我々の準
備は万全だった。当日わたしは朝 5:45 に起床した。
車に備品を積もうとしていた時、横山団委員長から連
絡がきた。 
カントリーデー中止。 
前日からの雨が続く可能性が高く、仮に本番の時

間帯にやんだとしても地面がぬかるんで実施は難しい
という判断だった。ここまで頑張って企画・計画し、あと
は実行するだけだったのがあえなく中止。無念であった。
いくら準備をしても、天候はどうしようもない。 
マーフィーの法則の有名な具体例が教える通りであ

る。 
「カントリーデー当日に雨が降る確率は、準備にか

けた努力に比例する」 
結局最後まで、マーフィーの法則は正かった…。 

 
…なんてことはないのである。何がマーフィーの法則

か︕ 
我々ボーイスカウトのモットーは＂Be prepared.

＂（そなえよつねに）である。マーフィーの法則ごとき
で揺らぐようなものではない。 
カントリーデー担当になって企画会議を行い、計画

書を苦労して作成し、様々な準備を重ね、当日雨で
中止になり、この「さくら」原稿を通して振り返る。これら
全部の経験が、未来への「そなえ」になるのだ。それは
ボーイスカウトに限らず、きっと数年後に私が働きだし
た時にも、「限られた期間でより良い計画を考える能
力」として役立つに違いない。 
ビジネスマンになった私は、きっとマーフィーの法則よ

りも「そなえよつねに」を心に抱いているだろう。 
 
最後に、計画に協力して頂いた渡口隊長、神田さ

ん、清水さん、小針くん、堀江さん、山根さん、松谷さ
んに感謝したい。 
どうもありがとうございました。 
そしてスカウトのみんな、今回は中止になってしまっ

たが、この計画はいつでも「発動」できる状態にある。
実施できる日を楽しみに待っていてほしい。 
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 団会議︓9月 26日（土）20:00 @奥沢地区会館大会議室 
 各隊報告 
 RS隊より「さくら」編集について。 
 発行は毎月第 1土曜日とする（感想文を次号に先送りせずにすべて載せるため）。 
 原稿の一次締切は 25日、最終締切は第 1土曜日の週の火曜日とする。 
 原稿はすべて渡口ローバー隊長に送る。 

 RS スカウトより、中止になったカントリーデーの企画を実行する機会をうかがっている旨の声出しあり。
BP祭などで実施できないか検討していく。 

 
 地区協議会より 
 BS ラリー開催（11/1（日））。 
 BS隊 30 キロ、VS隊 50 キロハイク（11/8（日））は日中（07:00-16:00）に行われる。 
 来年 1月の「新年こどもまつり」の開催有無は来月に決定。 
 今年の 4月以降に入団したスカウトの保護者にヒアリング。 

 
 育成会より 
 9/11（金）に入団説明会のためのチラシを印刷、配布しました。 

 
 入団説明会 
 10/18（日）10:00- @奥沢地区会館大会議室 

 育成会役員会（打合せは適宜 LINEグループにて実施） 
 入団説明会について 
 尾山台フェス中止の代替活動として、入団説明会を 10/18（日）実施予定。 
 入団説明会チラシ印刷を 9/11（金）に実施。有志の皆様にご協力いただき、チラシ 1740枚を

印刷し、近隣の小学校・幼稚園・保育園・児童館など 15箇所に配布しました。 

 

 団会議︓10月 31日（土）20:00- @奥沢地区会館大会議室 
 育成会役員会︓10月の集会形式の会議は未定 

  



編集担当より 
編集後記 
ローバー隊 

神田貴史 
先月のリニューアル記念第 1 号で「私の寄稿は次

回号に載せる」と宣言したものの、今月もまた書く時間
がありませんでした...。先月と比べても少しずつ変更が
あったり写真を編集したりとパッと見では気づかない程
度の改善と修正をしている為、意外と見た目より時間
がかかっています。この先長く使われていくであろうもの
を作る作業は、単に今満足するものを作れば良い訳
では無い難しさがありますね。 
また、大学四年生ということもあり最近は卒業研究

と普通免許取得に勤しんでいます。大学には行けな
い（未だ立入禁止）のに教習所には通うという不思
議な生活を送りながら、先日は内定式にもなんとオン
ラインで参加しました。式では Skype の部屋が同時
に20個以上用意され、それぞれが同時に進行されて
いくという異様な展開に。これがニューノーマルな生活と
いうやつなのでしょうか...。 
さて、本格的な寄稿はまた今度載せることにします。

さくらの作成に力を入れている分、きっとそれなりの熱
量で取り組むので気長にお待ちください。 

ローバー隊隊長 

渡口要 
絶賛子育て中です。 
上の息子は 4 歳になりました（実は先月のさくらリ

ニューアル記念第 1 号の発行日が誕生日でした）。
私の生きてきた時間の 1割を越えたことになります。早
いのか遅いのかは，よく分かりません（ちなみに，なぜ
こんなことを書くのか，2020年さくら5月号をよーく読
むと分かります）。 
下の息子は生まれてから 1か月が経ち，明日お宮

参りです。なかなかパワフルな泣き声で，おちゃらける
上の子と2人合わせて賑やかな…というよりカオスな毎
日です。 
そんな感じなので，先日の団会議は草島ビーバー

隊長にご協力いただき，オンラインで参加させていただ
きました。神田君（←）と違って，コロナもニューノー
マルも関係ありません。単なる「家庭の事情」です。 
ということで，これからますます「現場」に行きづらくな

りますが，テクノロジーを活用しながらさくら編集等で
貢献していきたいと思っています。 
…あ，下の子が泣いている︕ 

 


