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2020年 11月 15日（日） 

ビーバーラリー 
ビーバー隊隊長 

草島隆行 
コロナの影響で例年のように世田谷のビーバー隊が

集結する形ではなく、地区を東西に分けた上で、各
団毎に時間を分けての開催となりました。元々リーダ
ーが私一人という状況だったため、参加するスカウトに
は全て保護者の参加もお願いしていたところ、当日に
なって天堂副長が参加して下さりました。例年通りの

ルートで砧公園
に向かいました。
本部に時間通
りに到着しまし
たが、遅刻した
スカウトの対応
を私がした関係
で天堂副長が
段取りも分から
ないままいきなりの引率となってしまいました。。 
スカウト親子とも合流し、本隊とも無事に合流でき

ました。チェックポイント毎にゲームをして賞品をもらって
いきます。無事に全てクリアして砧公園で解散をしまし
た。  
当日は我が団は人数が多い割にはチェックポイント

で説明してくれる他団のリーダーの話をきちんと聞けず、
結果として悪い方向で目立ってしまったことは恥ずかし
いところでした。今後の活動でより一層けじめを指導す
ると共に保護者の方との連携も深めていきます。 

 

2020年 11月 29日（日） 

飛鳥山公園 
ビーバー隊副長 

小針恵太 
11月 29日、ビーバー隊は飛鳥山公園へ行きまし

た。雑司ヶ谷から都電に乗り、王子駅から山に向かい
ました。飛鳥山は東京都で最も低い山です。ロープウ
ェイに乗る子もいましたが、頂上まで走りきった子もいま

した。頂上からは周りの景色や近くを通る新幹線がよ
く見え、新幹線が来るたびに物知りなスカウトが名前
を一つ一つ教えてくれました。頂上には開放的なスペ
ースがあり、鬼ごっこや筋トレをしました。また遊具もたく
さんあり、スカウトから大人まで充実な時間を過ごしま
した。 

 
 
 
 
 



2020年 11月 8日（日） 

いかだ作り＆レース 
カブ隊副長 

太田雄介 
例年、レースを行なっていた次大夫堀公園から、今

年は駒沢の緑泉公園に会場を移してのいかだレース
をしました。 
午前中は九品仏地区会館にて、いかだ製作。５

団カブ隊伝統の、箸=7 膳・輪ゴム=16 本のみでい
かだを作るというレギュレーションで、その出来栄えを競
います。1 時間の制限時間内に、おのおののいかだを
制作します。出来上がったいかだたちは、いつもの年に
も増して、みんな個性的で面白いものが多く、副長に
よる投票でも、みんななかなか差をつけることができず
に難しがっていました。その後集計し、1 位~5 位のデ
ザイン賞が発表されました。1 位は渋谷くんでした。お
めでとう︕ 

出来上がったいかだを袋に入れて、緑泉公園に向
かって徒歩で出発。九品仏から等々力の住宅街を抜
け、駒沢通りの脇を通って 246 を少し越えたところに
ある公園までは 50分くらいの道のりでした。2週間前
に 15 キロを踏破したみんなには、晴れた日の気持ち
のいい散歩くらいの移動だったでしょう。 
到着後、すぐにランチタイム。その間に副長たちはコ

ースのチェックを行いました。次大夫堀公園の流れも
良いものなんですが、こちらの流れは高低差があって、
カーブも多く、より変化に富んだコースになっています。
ランチ後、子供たちをコースに招き入れ、ルールの説明
を行います。まず、各組内の順位を決める予選のあと、
順位別の本戦を行うことを説明しました。1 組の組内
予選からスタートし、神の手（引っかかって動かなくな
ったいかだをトングで助ける副長）の力を借りながら、
順調にレースは続きました。ところが、4 組の予選の途
中で急に川の流れが弱くなり、やがて止まってしまいま

した。焦る大人た
ち。この流れは自然
のものではなく、ポン
プ式なのです。公園
の管理事務所に電
話しても繋がらず、
なす術なし…。15
分くらい公園内を右
往左往したでしょう
か。打つ手もなく、呆然としていたところ遠くから「水が
出たぞう～︕」というスカウトたちの声が︕ 「石油が出
たぞう～︕」みたいだねと笑いながら、水源あたりへ向
かうと、再び勢いよく水が溢れ出しています。なんで止
まったのか、そしてなんで再び流れ始めたのかわかりま
せんでしたが、とにかくよかった︕ レース再開です。本
戦を順調に進めて、途中デンリーダー対決や、副長の
エキシビションマッチも挟みながら、いよいよポイント倍の
組対抗 1 位対決です。流石に 1 位対決ともなると、
各組代表とも、障害物に引っかかることも少なく、比
較的スムーズにコースを進んでいきます。最後は接戦
の末、1位は 3組でした。 
途中の水が止まるハプニングのおかげで、公園で遊

ぶ時間は無くなりましたが、みんないかだレースで十分
に楽しんでいましたし、何よりもたまたま公園に遊びに
来ていた子供たちも巻き込んで楽しいレースをできたこ
とがとてもよかったです。普段、実は一般の子供の目に
留まる公園などで楽しくカブ隊が活動する姿を見せら
れる機会は少なかったので、今年のいかだレースはい
い宣伝活動にもなったように思います。 
帰りもほぼ同じルートを辿って九品仏へ帰りました。 



1組 DL 

杉山明日香 
私とうさぎのスカウトにとっては初めてのイカダ作りをし

ました。 
去年とは違う駒沢緑泉公園内の小川でのレースと

のことで、誰もその深さ、幅がわからないまま割り箸と輪
ゴムで作成しました。 
それぞれ個性がとてもよく出て、班を越えてスカウト

たちが私に自分のイカダをアピールしに来てくれました。 
実際のレースではスカウトたちは始めから声を張り上

げ自分の、そして同じ組のイカダを応援しました。予想
と違うスピードで流れていくイカダを見守るスカウトたち
がとても生き生きとしていて興奮が伝わりました。 
うさぎ・しかはこの経験をまた来年のイカダ作りへと活

かすことでしょう。 
隊長・副長たちの下準備もとても大変だったかと思

います。 
ありがとうございました。 

1組しか 

■■■■■ 
筏を作る時間が 1 時間と限られていて、残り五分

の時にやっとできて、デザイン賞は無理かなと思ったけど、
2位を取れて嬉しかった。 
レースは 5 位になってしまったけれど、友達と競い合

ってたから楽しかった。 
今年は筏を船みたいにデザインしたけど、来年は早

くなる様に平べったくして、1位を取りたいです︕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2組くま 

■■■■ 

今回、ぼくにとっては最後のいかだレースで、とても
楽しみにしていました。かなり拘ったいかだでしたが、負
けてしまい残念でした。ぼくは感情的になって叫んでし
まいました。来年のいかだレースには、ぼくは参加でき
ないけど、次の 2組には優勝して欲しいです。 

3組くま 

■■■■ 
いかだ作りが、デザインとスピードを組み合わせるの

が難しかったです。 
楽しかったです。 

4組うさぎ 

■■■■■ 
いかだレースでデザインコンテストでは、優勝できませ

んでしたが、いかだレースの本番で 2 位になれたことが
嬉しかったです。来年もまた頑張りたいです。 

1組 2組 3組 4組 



2020年 11月 15日（日） 

カブラリーてくたく兵庫島 
カブ隊副長 

本間千香 
毎年 6 月に砧公園で行っている、世田谷地区の

CS ラリーですが新型コロナウィルスの影響でこの活動
も中止かと思っていましたが、実行委員の方々がなか
なか活動のできていないスカウトたちのために実行して
くれました。 
例年 6 月な為に雨に打たれることが多いのですが

今年は気候もよく、朝は肌寒かったですが日中は暑い
ぐらいの晴天でとても気持ちのいい 1日でした。 
いつもでしたら、他団とのチーム編成で 10 人ほどの

組で協力しあいながら競うのですがそれも叶わず、各
団での活動でした。 
活動内容は 5団の年間プログラムにもあります「てく

たくぶっく︕」ですが初兵庫島コースです。午前中だけ
の活動ということで、5 団の中でルールを考え、4 組で
競うことにしました。4 人の DL のうち 3 人が初てくたく
経験でしたので、とてもいい機会だったと思います。(詳
しくはカブ隊 HP をご覧下さい)2月には 5団のてくたく
ハイクがあります。この CS ラリーの経験を活かして、各
組頑張ってもらいたいです。 
自分の住んでいる地域の歴史、地図の読み方、番

地の見方など、いろいろと学ぶことがこのてくたくにはあり
ます。どれか１つでも興味を持ってもらえるいいなと思
い、次回の活動企画を考えたいと思います。 
この日は文科省委託事業から地域の小学 3 年が

4 名も参加し、各組に入ってもらい一緒に活動もしま
した。 
スカウトもお友達も初めてではない雰囲気でとても

楽しく活動していましたので、今後、仲間になってくれ
たら嬉しいですね。 
来年もまた、どのような生活になるかわかりませんが

スカウトたちが楽しく活動できるよう地区で話し合って
企画したいと思います。 

2組 DL 

福部志保 
秋晴れのお天気に恵まれたてくたくハイク、 
スタート地点に向かう段階で全員が自信満々に真

反対の方向に進んで行きそうになったため、あわてて
地図に書かれたスタート地点の近くにある郵便局のマ
ークを指差すと「あ、そうだった︕」と逆戻り… 
先行き不安なスタートになりました。 
子供達は地図をパッと見て大体の位置を把握した

らあとは勘を頼りに探すため、少し分かりにくい緑道や
お寺の中にある石碑を見つけるまで右往左往してしま
いました。 
地図をよ～く観察すると付近にある建物の名前や

二股に分かれる特徴的な道などを参考にする事が出
来たのですが。 
落ち着いて地図を読めていた子はいち早く石碑を

見つけられていました。 
残り時間や順位を気にして地図を見たりお互いに

意見を出し合う事に一生懸命になりすぎるあまり、仲
間同士でブックを押さえ合ったり石碑についたクーピー
の汚れを拭き取る余裕がなく私がそちらのフォローに手
一杯になってしまったために後半はきちんと歴史の説
明ができず残念でした。 
最後の CP にたどり着けず結果２組は３位、「あと

10分あれば…」という悔しい気持ちが次回のてくたくに
繋がればと思います。 
すれ違った他の団の仲間のお子さん達と挨拶を交

わしたり（女の子だけの団に驚く子も）、車道ではな
い大井町線の線路を跨ぐ歩道橋を渡ったり、行善寺
では玉川八景に数えられる高台からの素晴らしい景
色を眺めることが出来て子供達からは歓声を上がって
いました。 
てくたくを通じてこれまで歩くことのなかった場所を訪

れる良い機会になったかなと思います。ありがとうござい
ました。 



1組くま 

■■■■ 
CS ラリーはてくたくでした。午前中だけだったけど、他

の団の人にいっぱい会えたり、石標をたくさん見つけら
れました。自分の組のスカウトが地図を見ていなくて、
僕とボーイスカウトと遊ぼうで参加した人だけで地図を
見たのが反省です。石標を全部回れて 1 位になった
のでとてもうれしかったです。 

2組しか 

■■■■■ 
てくたくハイクをしました。2組は6番から始めました。

そして順調に行ったけれど、30 番ぐらいに場所が分か
らず、とても苦戦し、最後の 1 個を取れませんでした。
くやしかったです。なので、5 点追加もなく、結果は 3
位でした。それでも、最後まであきらめずに、協力でき
てよかったです。次のてくたくは、1位を取りたいです︕ 

3組うさぎ 

■■■■■ 
カブラリーをしました。 
拓本を取ることを初めてやりました。 
3 組は全部のポイントを回ることができて嬉しかった

です。 
しかし惜しくも 1組に負けてしまったので悔しかったで

す。 
次回はちゃんとがんばりたいです。 

4組しか 

■■■ 
初めてのてくたくラリーで最初はどうやるのかわからな

かったけれど、句碑に紙を当ててクレヨンで擦るというこ
とをしました。なぞる場所や強さが難しかったです。すご
く楽しくて、他の団にも会うことができていろいろなことを
知ることができてうれしかったです。 



2020年 11月 22日（日） 

多摩丘陵ハイク 
カブ隊副長 

三園真也 
京王線に沿った多摩丘陵地帯にある 3 つの公園

を巡る約 10 キロのハイク。 
5年前に青木副長が見つけたコースなんですが凄く

素敵なプログラムだったので丸パクリして担当しました。 
しかし 5年前は 9月だったので、今とは日没時間

が違います。 
隊長から日が暮れる前に帰り解散するミッションを

受けコースの短縮も考えましたがコースは下見してなん
とかなりそうだし、集合時間も 30分早めて決行。 
結果、予定より 40分も早く帰れました。 
脱落者も怪我人もなく、好天に恵まれ気持ち良い

里山歩きが出来ました。 

1組うさぎ 

■■■■ 
今回もけっこうたくさん歩きました。 
元気玉が３回あったのとぼくは秋の紅葉が好きなの

で紅葉が見れてうれしかったです。 

2組しか 

■■■ 
昨日、公園に行って歩くのが楽しかったです。長い

池をみたり昔どういう風に働いたりしたのか知りました。
渡った橋がゆれて楽しかったです。 

3組くま 

■■■■ 
今回のハイクでは３つの公園を周り、秋の自然を

感じられて良かったです。 
長池公園では長池伝説が分かりおもしろかったです。 
また、組長として組を盛り上げられて楽しく活動でき

たので、これからもそうして行きたいと思いました。 

4組くま 

■■■■ 
今日、僕はボーイスカウトカブ隊で 3 つの公園をわ

まりました。僕は、時間が短く感じました。それは、なぜ
かというと、歴史とその場所が、わかったからです。 
とくに、里山から近代に行ったら大正時代の電車の

線路がありました。僕は鉄道に興味がありので、たまり
ませんでした。 
この活動をとうして、僕が思ったのたのが、いち電車

やバスが止まるのかわからないので、歩くのって大切な
んだなと思いました。 
少し疲れたけど楽しかったから良かったです。 



2020年 11月 1日（日） 

BS ラリー 
オットセイ班 

■■■■■ 
昨年の BS ラリーではオットセイ班は 3位でした。今

年はオットセイとカモメの合同班でした。一番最初の
「ミッション」で神社の鳥居の高さを測りましたが、時間
がかかってしまい、全ての石を 3 時間で回ることはでき
ないと思いました。しかし、自分の一つ年下の長井くん
や二つ年下の石井くんたちを軸に順調に回ることがで
きました。中には難しいミッションがありましたが、みんな
で力を合わせて解きました。そして最後のミッションでは
残りの 30 秒まで考えて、ギリギリで解くことができまし
た。ハイクが終わって結果発表、みんなドキドキしなが
ら聞いていました。世田谷 5団オットセイ班が 1位、そ
れを聞いた時飛び上がってしまいました。総合で 1 位
にはなれませんでしたが、駒沢コースで 1 位になれたこ
とが、本当に嬉しかったです。次は総合で 1位になりた
いです。 
オットセイ班 

■■■■ 
僕は、はじめての BS ラリーでした。 
コロナの影響でオンラインという形になりましたが、頑

張って取り組みました。 
頑張った結果、駒沢コースで１位という結果でとて

も嬉しかったです。 
僕は、この BS ラリーで、疲れた人のリュックを持って

あげていた上の人が、優しいなと思いました。僕も疲れ
た人や困っている人を助けて、人の役にたちたいなと思
いました。 

カモメ班 

■■■ 
駒沢のルートで一位になれて嬉しかったです。たくさ

ん歩いて疲れたけど、そのぶんたくさん拓本を取れたの
で楽しかったです。久しぶりに皆と昼ごはんを食べられ
て良かったです。 

トナカイ班 

■■■■ 
前回のハイキングは、かなり惜しかったと思います。

あの時トナカイ班は、24個のポイントを回り、5個中4
個のチェックポイントを回れたからです。ではなぜカモメ
＝オットセイ班に負けてしまったのか、さらになぜ全ての
チェックポイントを回れなかったのか、僕はそんなことを
考えてみました。まず一つに班長である僕がみんなをき
ちんと指揮できず、班員たちがバラバラになり、散り散
りになってしまったことと、二つに僕の歩く速さが遅すぎ
たことです。僕の歩く速さが遅かったので、班の機動力
が落ちてしまい、全部回ることが出来なかったことだと
思います。 
前者は、僕の声を大きくして、しっかりグループのリー

ダーとしての威厳をつければ、改善される問題だと思い
ます。後者の方は、僕自身がしっかりと個人で運動す
ることと、をつけれることと、ボーイスカウトの体を動かす
活動にしっかり参加すれば解決すると思います。そして
これらの問題を解決した暁には、トナカイ班を世田谷
第五団一の班にしたいと思います。 



トナカイ班 

■■■■ 
今回の BS ラリーはオンラインでの開催でした。 
結果はオットセイとカモメの混合班が優勝、トナカイ

班は入賞出来ませんでした。 
入賞は出来なかったけど、コロナ禍の中で BS ラリー

を開催してくれたことに感謝してこれからも頑張りたい
です。また、今回の活動でチームワークができてきたと
思うので良かったです。 
来年は、今回の経験を活かして優勝できるように

頑張りたいです。 
 
  

2020年 11月 22日（日） 

自転車ハイク
オットセイ班 

■■■■ 
今回のボーイスカウトでは、みんなで自転車のハイク

をしました。 
いつもは長距離を休憩をはさみながら走りますが、

今回はコロナということもあり、例年より短い距離を CP
をはさみながら走る形になりました。 
僕としては、CP は順調に進めることができましたが 

始める前の 6桁座標でつまずいてしまい班に迷惑をか
けてしまいました。 
普段から復習をしていればこのような結果にならな

かったと思うのでもっと基礎を固めないとなと思いました。 オットセイ班 

■■■■ 
青空、暖かい日。サイクリングは気持ちよかったけど、

途中、僕はお尻が痛くて痛くてどうしようもなかった。最
後まで頑張れたのは、みんなと一緒だったからなのかな
と思った。 



カモメ班 

■■■■ 
11 月 22 日の活動では、去年より先輩たちについ

ていけるようになりましたが、35km と 15kmの差が大
きいので、35km のときに追いついていけるか心配にな
ります。日々、勉強もしつつトレーニングをして体力と
筋肉をつけていきたいと思いました。 

トナカイ班 

■■■■ 
今日のサイクリングでは、最高の天気の中、快適に

サイクリングを楽しむことができました。僕はサイクリング
が大好きなので、以前にも同じルートで羽田空港まで
行ったことがありますが、みんなで走れたのは面白かっ
たです。 
また一方では、危険なこともたくさんありました。 
主に大きな事は、自転車と自転車の車間距離が

あまり空いてなくて、自転車同士がぶつかったりしました。 
また、数名が遅れてしまったり、実力の個人差があ

ったので、思うように走れない時もありました。 
しかし、一応みんなそろって羽田空港まで行けたの

で、良かったし、楽しかったです。 
最後に、僕の班は、北の方向についての課題の答

えを記入し忘れたことで、一位を逃したのは残念なこと
でした。次の企画では、頑張りたいです。 

トナカイ班 

■■■■ 
前日に自転車やヘルメットや備品のチェックをして寝

ようとしたら課題が送られてきて寝るのが遅くなり寝坊
しそうになりましたが父に叩き起こされ遅刻せずに済み
ました。自転車に普段は乗っていなかったので慣れる
のに時間がかかりました。班員の様子を観ながら進み
順調で課題も思っていたより出来ていたのですが最後
の方で詰めを誤って優勝を逃してしまいました。ただ、
今まで成績が悪く残念な想いをしてましたが少し前進
出来たかなと思います。チームワークを大事に次回は
優勝出来るように頑張りたいです。 



2020年 11月 8日（日） 

50 キロハイク 
ベンチャー隊 

■■■■ 
例年「オーバーナイト（overnight，夜通し）」

で行われる50kmハイクですが、今年は朝から夕方
までの日中で行われました。加えて、ルートのすべて
は世田谷区内に収まっています。開催に向けた
様々な苦労の跡がうかがえます。 
今回の 50km ハイクではポイントが設定されまし

た。コロナ下での実施を可能にする、密を避けるため
の工夫です。全部で 17 つあるチェックポイントに向
けてそれぞれ別の団の隊員がスタートし、設定され
た時間までにそこに到着し、指定の時間に参加賞と
チェックポイントを写した画像をメールで送信すること
でポイントを稼ぎます。 
このチェックポイントは互いにすべて３km 以上離

れていて、高得点を狙うためには毎時５km での移
動を 8 時間続ける必要があります。実際にやってみると、指定時間の 2 分前ギリギリに到着し、画像を送信して
すぐに出発する、という作業を延々と続けることになりました。もちろん高得点を狙っていたのですが、忙しくてお昼ご
飯を食べる余裕もありません。 

6 時間経過してからは足に違和感を感じはじめました。これまでのハイクでも足が痛くなることはありましたが、こ
んなに長い距離を歩き，そしてここまで痛くなったことはありませんでした。ゆっくり歩けば足は痛めなかったかもしれ
ませんが、高順位を狙ってがんばりました。 
最初は本間・保科・長井の 3 人で歩きましたが、序盤で本間くんはリタイアしてしまいました。自分も何度も帰

りたくなりましたが、努力が無駄になるのは嫌だったのでなんとか続けました。 
結果自分は優勝することができました。これは、コロナ下での開催を実現してくださったスタッフの方々をはじめ、

仲間やリーダーなどたくさんの人たちのご協力の上で得られた達成です。 
ローバーになったら 100km ハイクがあるらしいので、体力をつけて挑戦したいと思います。 

  



 
 団会議︓11月 28日（土）20:00 @尾山台地区会館第 1会議室 
 各隊報告 
 ビーバー隊 
 現在入団希望者 2名。 
 来年度リーダー2名追加が必要。 

 カブ隊 
 11/15（日）カブラリーに，文科省募集の小学生 4名参加。 

 ボーイ隊 
 11/1（日）BS ラリーにて，オットセイ・カモメ合同班が第 1位。 

 ベンチャー隊 
 11/8（日）50km ハイクにスカウト 3名参加。長井君優勝。 

 育成会より 
 12/14（月）以降クリスマスクッキーを購入し，12/20（日）のクリスマス会で配布する。 

 団委員長より 
 ビーバー隊リーダーについては調整する。 
 コロナ感染拡大に伴い，今後の野外活動では活動計画書の早めの提出が必要。 
 今年度のカントリーデーは中止になったが，環境啓発ツール・SDGsバッジ・缶バッジを配布予定。 

 地区報告 
 ローバー隊ボーリング大会中止，忘年会中止，新年こどもまつり中止。 
 ローバー隊成人のお祝いは 3月に延期。 

 育成会役員会 
 令和 2年文部科学省委託事業 
 「ボーイスカウトとあそぼう ワクワク自然体験あそび（11月15日実施）」のチラシ印刷・配布（周

辺小学校，他） 

 

 団会議︓12月 26日（土）20:00- @尾山台地区会館第 1会議室 
 育成会役員会︓次回会議は未定（随時 LINE にて実施予定） 

  



編集担当より 
編集後記 
ローバー隊 

清水虎之介 
前回 11 月号の編集後記にて，「来月号もやって

もいいなぁ」なんてつぶやいていたら本当に 12 月号の
編集担当になってました。前回は word の機能が理
解できず丸一日かかっていましたが，2 度目ともなると
要領をつかみ，スイスイ作業が進んでいきます。結果
的に半日かからずに完了。おぉ，少しは成長したなぁ，
と実感してます。 
今回もできる限り見やすくなるように，写真の選択

や配置を工夫してみました。例えば，感想文を書い
た人が写っている写真を，その感想文の直後に配置
したり，などなど。編集する時に意識することが，徐々
に増えてきています。 
作業をする上では，他の人がこの紙面を見たらどう

思うかを常に頭の片隅に残しつつ編集してきました。た
だ，自分の作ったものを客観的に評価することは意
外に難しく，「これで完璧︕」と思った数秒後には「本
当にこれでいいの︖」と，考えが行ったり来たり。それを
繰り返して少しずつ形になっていきました。 
さて，12月に入り，もうすぐ 2020年も終わりとい

うところですが，僕は今卒論に追われています。めっち
ゃ追われています。ということで，やりたい気持ちは
山々なのですが，1 月号は他のローバーに託したいと
思います。1月が過ぎれば卒論の方は落ち着くので，
それ以降に機会があればまたやってもいいなぁ…。 
 

ローバー隊隊長 

渡口要 
風邪をひいてしまいました。それも，ちょうどさくらの

編集が佳境の 12 月初旬です。せっかく清水君（←）
がさくらの編集のコツをつかみ，短時間でクオリティの
高い紙面を作ってくれたのに，しんがりの私が足を引っ
張って，発行が遅れてしまいました。清水君，ごめん。 
いまどき風邪は本当に厄介です。当然のことながら

新型コロナを疑われるので，会社も家庭もピリピリ緊
張感が走ります。 
職場からは「万全の体調になるまで出社禁止」と言

われますが，私は頭痛持ちなのでそれを文字通り守
ると 1 年 365 日中 200 日くらいは仕事に行けませ
ん。判断が難しいところです。 
他方で家には 4 歳の息子…はまぁいいとして，生

後 100 日の赤ん坊がいます。大声で泣いているのを
聞きながら独り隔離された部屋で休むのか，せめてマ
スクをしながらあやすのか。新型コロナにかかっている確
率や，新型コロナだったとしてそれが家族やそれ以外
の人々に悪影響を与える度合いなどを「計算」して，
行動を決めなければなりません。 
こういうことは，これまでもずっと我々がやってきたこと

です。でも，新型コロナはその「計算」の難しさを，こ
れまでにない鋭さで我々に突きつけています。 
あ，病院を受診して，陰性判定はもらいました。も

ちろん陰性判定も確率的なものでしかないですが…。

編集・校正・校閲方針について 
ローバー隊隊長 

渡口要 
リニューアルした「さくら」の編集・校正・校閲方針は，各隊の意向に従って以下のようにしました。 
1. 紙面デザインについては，しばらくはローバー隊神田スカウトを中心にしながら，毎月ベンチャー隊・ローバ

ー隊でローテーションする担当スカウトが決める。 
2. ビーバー隊・カブ隊のスカウトの文章には，一切手を加えない。 
3. ボーイ隊のスカウトの文章は，明らかな誤字脱字だけ修正する。 
4. ベンチャー隊のスカウトの文章は，誤字脱字や文法，語彙，論理，修辞について修正する。 
5. ローバー隊のスカウトの文章は，ベンチャー隊に加えて内容にまで踏み込んだ全面的な修正・改変を行う。 
6. スカウト以外の文章については，ベンチャー隊と同様の方針を基本にして，執筆者の意向を汲んで適宜

修正を行う。 


