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2020 年 12 月 13 日（日）

クリスマス会準備
ビーバー隊隊長

草島隆行
クリスマス会のスタンツ用に例年通り今年の活動の
面白かったのとつまらなかったのを聞きました。私として
は一応全て面白くすべく企画してはいるのですが、や
はりスカウトから直接つまらなかった企画を聞くのは重
要です。今年のつまらなかった企画 2 つは、カントリー
デー中止で急遽行ったらプラネタリウムと先月いった飛
鳥山でした。プラネタリウムは子供用のプログラムでは
なかったため難しかった、とのこと。。当日の天気予報
ができそうではあったため、雨プロの準備期間が足りな
かったということです。東京で一番低い飛鳥山は低す
ぎてつまんなかった、ということでした。ということで、年
度末に向けてもうちょっと高い山へのハイクを企画しま
す︕

2020 年 12 月 20 日（日）

クリスマス会
ビーバー隊隊長

草島隆行
本番となりました。見学含めて 10 名の参加です。
いつもと違ってカブ隊のお兄さんたちと一緒にゲーム等
に参加しました。普段の大人との対応と違ってある意
味厳しい上級生と一緒ということもあり、いつもよりはち
ゃんと出来ていた感じもします。が、ビーバー隊のスタン
ツとなるとかなりの大混乱。。一応つつがなく終わった
感じはしましたがかなりのカオスでした。。
低すぎだった飛鳥山の反省も活かし、今後はもう少
し厳しいプログラムを組む必要性を感じました。

2020 年 12 月 6 日（日）

クリスマス会準備
カブ隊副長

中村静香
早いもので今年も残り少なくなりました。
毎年恒例カブ隊とビーバー隊合同クリスマス会準備
として、工作、クリスマスソングの練習、スタンツの練習
を行いました。
工作は、緑色又は赤色の色画用紙にリース又はク
リスマスツリー柄をカッターで切り抜いて切り紙カードを
作り、余白に文字やクリスマスに因んだ絵を描いて貰
いました。
☆や○等細かい部分の切り抜きがありましたが、ど
のスカウトも真剣に取り組んでいたと思います。
今年のスタンツのテーマは「贈り物」になりました。
各組どんなスタンツになるか、本番を楽しみにしてい
ます。又今年のクリスマス会も大いに楽しく盛り上がり
ましょう︕︕

3 組 DL

都筑竜彦
今回の活動は、12/20 に行われるクリスマス会の
準備。立体クリスマスカードの作成、歌・スタンツの練
習を行った。限られた時間内での練習であったが、当
日の出来映えに乞うご期待︕︖
1 組しか

■■■■
今日の活動ではカッターで上手く紙を切るのが 1 番
難しかったです。
次に使い時はもう少し上手く扱えるように、家で練
習したいです。
4 組しか

■■■■
クリスマスカードのかざりを作るのは、カッターのつかい
かたが難しくて、きれいにできないところがあったけど、完
成することができてよかった。スタンツの練習では、セリ
フが一番多いのが大変で、練習のときは恥ずかしかっ
たけど、一番大きな声で練習できたと思う。

2020 年 12 月 20 日（日）

クリスマス会
カブ隊副長

本間千香
今年も無事にクリスマス会を迎えることができまし
た。今年はいろいろ考えさせられることが多かった中、5
団カブ隊はスカウトと共にたくさんの活動ができました。
そんなたくさんの思いを感じながら、ビーバーとの合同ク
リスマス会が開催でき、本当にみんな健康でいてくれて
ありがとう。私が DL のときのスカウト 2 人のベンチャー
50 キロハイクの表彰式があったりと、ビーバー、カブ、ベ
ンチャーと大人数でのクリスマス会で盛り上がり、カブも
幼いビーバーのお世話にベンチャーのお兄さんたちに甘
えたりと微笑ましい会でした。まだまだ、安心のできる
生活には程遠いですがお互い気遣いながら、たくさん
の活動ができるよう 2021 にしたいですね。今年はな
るべく、会話のないゲームを企画しましたがこれがまた、
なかなか、彼らには難しかったみたいです。来年は五
感を使った企画をたくさんしたいなと思いました。今年
もお疲れ様でした。2021 もよろしくお願いいたしま
す。

4 組 DL

渋谷真紀子
ビーバースカウトとの合同クリスマス会でした。
合同チームで 3 つのゲームを楽しんだり、組ごとのス
タンツを発表したり、最後にはプレゼント交換もあり、あ
っという間の 3 時間でした︕
ビーバースカウトと一緒だったこともあり、いつもよりも
みんながお兄さんに見えたのも、また嬉しかったです。
ありがとうございました︕
3 組しか

■■■■
クリスマス会は全部楽しかったです。特に背中文字
ゲームがおもしろかったです。3 組は 3 ゲーム中すべて
4 位だったけど 2 組はほとんど 1 位ですごいなと思いま
した。プレゼントこうかんではにゅうよくざいをもらいました。
また来年もやりたいです。

2020 年 12 月 13 日（日）

救急法
オットセイ班

■■■■■
僕は今回で救急法が 2 回目です。先輩として、救
急法の知識を後輩に教えることができました。例えば、
人が倒れたときにどうすればよいかや、骨折したときの
対処法などです。これらの経験を生かし、もし事故に
遭遇したら、自らが素早い行動ができるようにしたいで
す。
オットセイ班

■■■■
僕は去年受験で休んでいたので救急法は初めてで
した。命に関することなのでみんないつもより真剣でし
た。教わったのは包帯、担架、三角巾、の使い方と人
が息をしなくなった時の対処法などです。
一回で全て覚えるのは難しいですが、担架と三角
巾を包帯にして、使う方法などは覚えているので実際
に使いたいです。来年はもっと覚えたいと思います。
トナカイ班

■■■■

カモメ班

■■■■
今回の活動救急法訓練は、学校の授業で学んだ
ことを復習できるいい機会でした。また、包帯を使った
足首の固定の仕方など、新しく学べたことも多かったで
す。もし来年も訓練に参加した場合、なにも分からな
いスカウトにも教えてあげられるようにやり方をなるべく
覚えるように努力しました。でも、実際誰かが怪我した
ときに適切な処置をとれるかが心配です。

今日の救急法では、色々なことを学び、実践しまし
た。例えば、包帯の巻き方、三角巾の使い方、三角
巾での包帯の結び方、心肺蘇生の仕方などを学びま
した。
また熱中症や脱水症状などの知識も学びました。
僕は、この訓練を受けて、人が熱中症や脱水症状
なので、倒れていたときの処置の仕方や、心臓が止ま
っていて心臓マッサージをするときの仕方などを学んだ
ので、その知識を使って、いろいろな人を助けたり、救
急隊などの助けになるといいと思いました。
次回はオーバーナイトハイクです。
途中で寝てしまわないように頑張りたいと思います。

カモメ班

■■■
担架は、乗ったときも持ち上げたときもグラグラ揺れ
て怖かったです。三角巾は、すばやく包帯を作れて楽
しかったです。包帯は、結び方が難しかったです。
トナカイ班

■■■■
今回の救急法訓練の活動では、包帯や三角巾な
どを使った処置の方法や、心肺蘇生のやり方などを学
びました。
今回は 2 回目の救急法訓練だったけど、一回目の
人も知識が沢山あって、飲み込みも凄く速くて良かっ
たと思います。
また、町永さんが始めに言っていた、「上手に教わる」
と、「上手に教える」というのもみんな出来ていていいと
思いました。
この活動は人の命に関わることなので自分ももっと
沢山の技術が使えるようになりたいです。

2020 年 12 月 19-20 日（土-日）

オーバーナイトハイク
オットセイ班

■■■■
ぼくは、ナイトハイクは、正直行きたくなかったです。
朝から色々用事があって忙しい 1 日だったから。で
も、行って良かったと思いました。
最初地図を見て行き先を報告するのが、とても時
間がかかってしまいました。でも、なんとか合格して出
発出来ました。
最初の方は、楽しい話をしたりこわい話をして、とて
も楽しかったけど、途中からとてもつらい道のりだった。。。
少し歩いて 2 つ目の目的地に着いた。そこでは、カップ
ラーメンというごちそうを食べた。食べたらとても生き返っ
た。
食べ終わって歩き始めて空を見ると星がきれいだっ
た。
最後の日の出を見るとき、焼きマシュマロを食べた。
とてもおいしかった。日の出は、とても気持ちよくてきれ
いで元気がでた。
このナイトハイクで学んだことは、助け合い。
途中でカモメ班と一緒に歩いてカモメの佐藤くんが
疲れていて、その時にカモメの次長の中嶋くんが、リュッ
クサックを持ってあげて歩いていて、すごく優しいと思い
ました。
ぼくもあんな人になりたいです。

オットセイ班

■■■■■
僕はオーバーナイトハイクを通して、3 つのことに気
付きました。まず 1 つ目は、コンパスを見ながら地図に
沿って歩く、難しさです。歩く道筋を座標を見ながら決
めるのが難しかったです。2 つ目は、夜道を仲間と歩く
ことの楽しさです。暗いところで、怖がりながら歩きまし
た。3 つ目は、最後まで歩き切った達成感です。みん
な眠くて疲れていました。後は、今回で 1 級章を獲得
することができました。これからも、まだまだ成長するた
めに日々努力を重ね、そして後輩を指導していきたい
と思います。
オットセイ班

■■■■
今回のボーイスカウトでは、オーバーナイトハイクに
行きました。
最初は、班のみんなと楽しく cp を回っていたのです
が、20 数キロという道のりは自分が考えていた以上に
きついもので、だんだん足が痛くなり、進むのが辛くなっ
ていきました。
僕は、自分が辛いと感じる度に、近所迷惑にならな
い程度に前向きな言葉をかけ合っていましたが、疲労
がたまるにつれて、だんだんその余裕が無くなっていきま
した。
しかし、cp に着く度に休憩を入れることで、何とか体
力を持たせることができました。
結果としては、目標の海岸までは行くことができず、
最後の cp から 300m 程離れた海岸で朝日を見るこ
とになってしまいましたが、誰一人脱落せず、世田谷 5
団全員で見たその朝日は、とても美しいものでした。

オットセイ班

■■■■
僕ははじめてのオーバーナイトハイクで、始まる前に
心配だったのは寒いこととあまり寝れていなかったことで
す。最初の地図にルートを書いて、磁北線を書く作業
などで時間は遅れていだが、始まってから 5 時間は楽
しく班のメンバーと楽しくチェックポイントを回れていまし
た。しかし、足が途中からとても痛くなり苦しかったです。
みんな途中から苦しそうだったので一緒に頑張り、三
浦海岸へ着きました。今までやってきたハイクで 1 番辛
かったからこそ、日の出の景色はとても綺麗でした。最
後は気持ち悪くて吐きそうになったけれど日の出が見
れてよかったです。2 級まで少しなのでこのまま頑張り
たいです。

カモメ班

■■■■
今回のオーバーナイトハイクでは、誰も脱落すること
がなく無事に歩き終えたので良かったです。メインであ
る日の出はもちろんのこと、歩いてる途中に見た満天
の星空もきれいで、東京にいるとなかなか見ることがで
きない景色がたくさん見れました。また、今回の活動を
通して地図の読み方や、磁北線のかきかたなど、今ま
で学んできたことの中であいまいになっていたところの確
認ができ、とてもためになる活動でした。
カモメ班

■■■
道が暗くて長くて坂が多くて辛かったです。でも、夜
の野外で食べるラーメンやマシュマロも、星空や朝日を
拝むのも初めての経験で楽しかったです。特にオリオン
座がきれいに見えてすごく美しいと思いました。。

カモメ班

■■■■
僕は、最初夜の道を歩いていてとても怖く、恐怖を
感じました。cp1 までの道の途中に消防署とまぎらわ
しい建物もありました。ですが、班長の言葉で先に行く
ことにして違う道に行かずに cp1 まで着けました。cp2
～cp3 までは安全につけました。ですが、cp3 へ行くと
きに道の道標があったので、地図と一緒に見て道標通
りではなく、わきの普通の道路にいってしまい目的地の
1 つ手前の駅京急津久井駅に着いてしまったのが挫
折せずに位置が分かるようになったので、cp5 まで行く
ことにして、スカウトペースで間に合うように行きました。
最終的には、北極星や日の出などを見られたし、仲
間のきずなが深まった。とても楽しく出来て良かった。

トナカイ班

トナカイ班

■■■■

■■■■

ナイトハイクは初めての経験でした。班長という立場
で班員をどうまとめれば良いか前日より考えましたが結
論は出ず当日の集合時間を迎えてしまいました。長
時間それも夜間を通して歩きましたがトナカイ班は出
だしから地図を解読するのに時間がかかってしまいした。
これは班長である私の実力不足が大きな原因でもっと
事前準備を計画的に考えなければいけなかったと猛
省しています。ただ、班員の人たちは今持っている力を
全力で出しきって弱音を吐かず頑張っていたと思いま
した。早朝の海の水平線が赤く明るく変わっていく様
子を見て闇の中を歩き疲れていた気持ちが達成感の
ようものを感じて頑張って歩いてきて良かった思う事が
出来ました。また、次回はショートカットせずに完全制
覇出来るように鍛錬を積んでいきます。

オーバーナイトハイクでは、夜の 8 時 30 分から朝の
8 時 30 分まで歩いて疲れたけど途中で休める場所も
あったので歩けたけど、他の班よりけっこう遅くなってしま
ったので、残念だったが、楽しかったけれど最後にけがを
してしまったのでとてもかなしかった。

トナカイ班

■■■■

トナカイ班

■■■
今日のオーバーナイトハイクでは、毎度毎度でトナカ
イ班がとてつもないほど遅れができてしまって最終的に
なんと 2 時間 30 分も遅れてしまいました。
2 個目のチェックポイントでもう足がいたくてカップラー
メンを食べながら痛いなぁなんて思っていました。でも海
岸に行くととてもきれいな日の出が見れて来てよかった
なぁと思いました。
トナカイ班

■■■■
今日のオーバーナイトハイクでは大変なことがたくさ
んありました。
例えば、最初の地図を解読するのにも時間がかか
ったり、道に迷ってしまったり、後半の途中で寝てしまっ
たりすることがありました。
なので、最後家に帰った時はくたくたでした。
でも、日の出は見れたり、海で少し遊んだり、マシュ
マロを焼いたりして食べたことが楽しかったのでよかった
です。
次回もがんばりたいと思います。

この前のオーバーナイトハイキングは、比較的 1 番
歩けたと思います。なぜなら、ハイキングの直前に歩く
練習をしたからです。20km 以上歩いたので、他の子
よりかなり遅れることが前回のハイキングに比べると少
なかったと思います。あとは、直前にしっかりと昼寝をし
たことも歩けた原因だと思います。ハイキングの後は、
体調管理に気をつけて生活をしたいなと思います。
トナカイ班

■■■■
今回のオーバーナイトハイクは、トナカイ班は 15 キ
ロほど歩いたところで終わってしまいました。原因として
は、地図を作るのに手間取ったり、迷子になったりとい
ろいろな事があったからです。
帰る時の電車で皆が寝て
いるのを見ると、とても疲れて
いたんだなと思いました。
だけど、歩いている途中に
配給されたラーメンや歩いた
後のパンやお茶は今までで 1
番美味しく、疲れを忘れさせ
てくれました。
今回はコースカットをしてゴ
ールまで行ったけど、残念だっ
たので、次回のオーバーナイ
トハイクでは完歩できるように
したいです。

2020 年 12 月 20 日（日）

50 キロハイク授与式（クリスマス会）
12/20（日）のクリスマス会にて，ビーバー隊とカブ隊が見守る中（そしてオーバーナイトハイク直後のボーイ
隊が家で爆睡している中），ベンチャー隊の長井謙介君が地区から 50 キロハイク優勝カップを授与されました。
あらためて，おめでとう︕

 団会議︓12 月 26 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︓ 活動振り返り。今後屋内活動はコロナ拡大で屋外活動に変更する可能性有り。
 カブ隊︓
1/31（日）の活動より月の輪がボーイ隊に参加。
 ボーイ隊︓ 救急法は町永副長講師。オーバーナイトハイクはローバースカウト企画。



団委員長より
 12/20（日）のクリスマス会で配布したクッキーは，他の隊のスカウトや役員にも配布。
 3/6-7（土-日）のスカウトキャンプ参加者募集中。日向野営場。開催はまだ決まっていない。
 シルバーウルフは中止。
 例年行われる全団調査。各隊隊長へ 12 月中に送信するので，1 月中に回答する。
 2/14（日）に登録審査。各隊隊長は 1 月団会議までに上進者を確定し，必要書類を揃える。
 2/21（日）BP 祭 9:30@奥沢区民センター。
 3/7（日）入団説明会。各隊手分けして場所予約。当日 10 時開始。11 時頃各隊活動見学。
 来年度スケジュールについて︓
 団会議は第 4 土曜日を原則とする。
 会計監査は 2020 年度同様 PC 上で行うか︖
 育成会総会は 5/15（土）予定。対面かネット上か︖
 60 周年行事は見送る可能性もあり。
 団の活動計画を取り込み，各隊の年間活動計画を立てる。
 70 周年キャンポリーと東京ジャンボリーが共に 2022 年で重なる。必要なら来年から実行委員
会を作る。
 花俣前団委員長の引っ越しに伴い，団の備品を 3 月中に引き上げる。仕分けや搬出を RS
中心に手伝う。その際，団備品の目録も作成する。
 団本部の住所を花俣家から磯田家に移すかどうか，次回団会議で決める。
 RS 以上のスカウトと指導者は E ラーニングを実施。1 月中に終了書をそれぞれ提出すること。

 育成会活動


12/19（土）団委員との共同クラフト作成会@尾山台地区会館大広間
 ボーイ隊配布用オーバーナイトハイク記念品制作（ブレスレット&キーホルダー）。
 親睦に役立った。



12/20（日）カブ&ビーバー隊クリスマス会@九品仏地区会館大会議室
 クッキー手配および配布。

 団会議︓1 月 30 日（土）20:00- @尾山台地区会館
 育成会活動︓次回活動は未定（会議は随時 LINE にて実施予定）

編集担当より
編集後記
ローバー隊

ローバー隊隊長

小針恵太

渡口要

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお
願いします。
ローバー隊がさくらの編集をし始めてから 5 か月目、
すでに編集担当へ立候補する人がおらず、前回
前々回担当の清水君から１月担当に指名されてし
まいました。
今回のレイアウトで意識したのは読みやすいことで
す（理由は凝ったものを作れないからです、、、シン
プルイズベスト︕）。
さて新年早々去年の話ですが、私にとって 2020
年はあっという間の一年でした。春、高校を卒業し
大学生として一人暮らしを始めたものの、毎日部屋
の中でパソコンを見続け、気付いたら 2021 年でし
た。
ということで、私を含め皆さんにとって今年が充実
した一年になることを願っております。

リニューアル 5 号目です。ずっとボヤいているように，
この 5 か月は大変忙しく，さくらの編集はなんとかや
っていますが，活動への参加は相当鈍っています。
最近はリモートでの団会議参加すらおぼつきません。
隊長はこんなですが，ローバースカウトは快調に
活躍しています。各隊活動写真を見るとそれがよく
分かります（さくらや各隊 HP をご覧ください）。特に
12/20（日）。ビーバー隊・カブ隊の楽しいクリスマ
ス会の「裏番組」で，ボーイ隊はストイックにオーバー
ナイトハイクを実施しました。そして，そのどちらの写
真にもローバースカウトが写っているのです（そのこ
とがとても嬉しい︕ 隊長冥利に尽きます）。
厳しい時期が続きそうですが，私はローバースカウ
トたちに勇気づけられています（勿論，長井君の活
躍や育成会のクリスマス会での勇姿（︖）にも）。
…うん，これなら言える。あけましておめでとう︕

