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2021年 4月 4日（日） 

上進式 
ビーバー隊隊長 

草島隆行 
今年はカブへの上進者がいないこともあるのか、参加者 2人と共に

上進式に参加しました。式終了後はねこじゃらし公園まで歩きました。
既におたまじゃくしの季節になっていて、おたまじゃくし取りをしている親子
もいました。公園の敷地を最大に使って宝さがしをした後、解散としまし
た。 

2021年 4月 18日（日） 

蓬莱公園ハイク 
ビーバー隊隊長 

草島隆行 
見学者２名も含めて蓬莱公園でゲームと基本動

作ハイクです。九品仏から移動しますが、いつも通りス
カウトには、「帰り道は君たちの言う通り帰るから、しっ
かり道覚えといてね」と伝えて移動します。去年来たス
カウトもいて、道を完全に覚えている感じだったので、
少し経路を変更。道のりにある急な坂のうちの１つ、
馬坂を下ってみました。馬坂を下り、下った分また登っ
た後、蓬莱公園着。 

まずは天堂副長による基本動作です。私はその間
公園を一周し、ゲームを考えます。春ということで、花
が色々咲いていたので「10種類の花を探せゲーム」を

しました。その後だるまさんが転んだで遊んで、スカウト
の言う通りの道のりで九品仏に戻ります。ちょっと複雑
な経路にしましたが、無事に正しく行きの道順通りに
九品仏に戻れました。  



2021年 3月 28日（日） 

お別れハイク 
カブ隊副長 

清水恵子 
3月 28日、荒天の予報でしたがお別れハイクを決

行しました。1~3月全く活動できず、今年度最後で
すし、当隊にはスーパー晴れ男がついています。ハイク
大丈夫︕と出かけたら…北鎌倉駅からハイクに出発
して 5分もたたないうちに降り始め、風も強くひどいこと
になりました。下見では富士山・大島・スカイツリーも
見えた場所で、相模湾さえ見えないありさま。ところが
昼食場所に着くと、ついに晴れ男パワーが発動
(^o^) うそのように雨があがり、落ち着いてカブ弁を
食べているとそれをねらうトンビ襲来(゜_゜;) それから
山をくだり、鶴岡八幡宮でおまいりをしました。鎌倉駅
までの若宮大路は桜が
満開。土砂降りに負けず
に歩いたカブスカウトをた
たえてくれているようでし
た。 
九品仏に戻って今年

度の終わりの式をしまし
た。最優秀スカウト賞は
2組組長の森くん。最優
秀組賞は 2組に授与さ
れ、その賞は来年一年
間、ディフェンディングチャ
ンピオンの組旗を飾りま
す。誰も経験したことのな
い大変な年になりました
が、一年が終わりました。
来年度もカブ隊、いつも
元気︕にがんばります。 

2組 DL 

福部志保 
自粛期間が延期となり、ようやく決行が決まったお

別れハイクでしたが北鎌倉駅に着いた辺りからあいにく
の雨で、レインコートを着て歩き始めました。ハイクとい
うより登山に近い様な高低差のある道を進みながら
段々と雨も強まり、子供達も疲れから愚痴が出始め

ましたが「滑るから危ないよ」「木の根があるから気をつ
けて」などと子供達からそんな言葉が自然と出る様子
を見てこの一年間の成長を感じて嬉しい気持ちになり
ました。 

 
ようやく到着した鎌倉市最高地点の

広場で昼食を食べる直前に雨が止み、
皆ほっとした表情で昼食を取ることが出
来たのも束の間、とびに注意という看板
の警告通りしばらくすると本当にとびがお
弁当を狙って頭上を旋回し始めたので
子供達も驚いていました。 
そこからは雨も止み、下りがほとんどだ

ったので足取りも軽く楽しくお喋りをしな
がら途中ライオンの形をした獅子岩を見、
鶴岡八幡宮に到着して全員で参拝し
ました。鎌倉駅に続く参道の桜並木が
とても綺麗でまるで子供達の新たな門
出をお祝いしてくれているかの様な気持
ちになりました。 
久しぶりの活動だったため疲れたとこ

ぼす子もいましたが皆がそれぞれ、組の
仲間と過ごす最後の活動を楽しんでいた様で良かった
です。 
 
九品仏に帰着後、

最優秀組賞・最優
秀スカウト賞の発表
があり２組は念願だ
った最優秀組賞、組
長の森くんが最優秀
スカウト賞を獲得する
事ができました。子供
達もこれまで続けて
来た努力が形となっ
て皆嬉しそうな笑顔
でした。 



DL として一年間子供達を見ていて、不満からぶつ
かる事もありましたがお互いの個性を認め合い、仲良く
協力し合えたからこそ賞を頂けたのだと思います。 
そして、どんな時でも皆を励まし懸命に引っ張ってく

れた森くんの存在がとても大きかったです。私自身もそ
んな森くんや子供達の姿に励まされいつの間にか本気
になって彼らの目標を応援していました。 
目標に向けて努力する事の大切さを教えてくれた

森くんと活動する事が出来たことは 2 組の子供達にと
っての財産になったはずです。 
この受賞を自信と糧にして上進してからも一段と頑

張ってもらいたいと思います。 
 
コロナ禍での活動は制約が多く調整が大変でした

がそんな中でも子供達の成長のために一回でも多く活
動を増やせるよう企画を考えて下さった隊長・副長の
皆様には本当に頭が下がる思いです。そして DL の皆
様、保護者の皆様の支えや温かく見守って下さった事
が力になりました。 
一年間、ありがとうございました。 

1組くま 

■■■■ 
一年間全

体の感想を書
きます。 
組長になっ

てみんなに指
示することがで
きるのか、最
初はかなり不
安でした。です
が毎日過ごし
ているうちに不
安が無くなり、
今は組長になれて良かったと思っています。 
コロナの影響であまり活動ができなくて、二組に逆

転するチャンスがなく負けて悔しかったです。だけど、二
位を取れてすごく嬉しかったです。 

  



2021年 4月 4日（日） 

上進式・入隊式 
カブ隊隊長 

土屋彰男 

今年も歩くぞ︕ 隊員、大募集︕︕ 
2021年度カブ隊は、夏季舎営を多摩川源流部

の奥秋キャンプ場で 3泊 4日、川崎市青少年の家
で 1泊舎営、恒例の丹沢大山登山、自然観察ハイ
ク、てくたくハイク、いかだ作り＆レースなど野外活動を
中心に盛沢山のプログラムを行います。 
昨年度はコロナのため、5か月近く活動中止を余

儀なくされ、夏季舎営も 2泊に短縮するなど大きな
影響を受けましたが、団委員長をはじめ皆様からご支
援、ご協力をいただき、なんとか活動できたことに感謝
申し上げます。 
本年度は、引き続きコロナ感染防止に十分気を付

けつつ、元気に活動してまいります。 

 
本年度カブ隊は、4月入隊者 3人を加え、4組

18人でスタートしました。ただ、年齢構成に大きな課
題があります。 
くま 13人、しか 3人、うさぎ 2人という構成です。 
このままでは、来年度、隊員が激減してしまいます。 
人数が少なくては、活発なカブ活動が望めません。

他の組、他のスカウトと切磋琢磨してはじめて強く成
長するものです。 
なお、日本連盟の教育規定 3-24（カブ隊の組

織）に「隊は、組長及び次長を含むカブスカウト 6人
よりなる組、4個をもって編成することが望ましい。」と
あるのも、この現れです。 
また、カブ隊員激減の影響は、後年度、BS隊以

上に順次及んでいきます。 
 
隊員大募集︕ 目標は、各学年 8人以上。 

そのために、知り合いの方にお声がけくださるようお
願いします。口コミの効果は絶大です。 
途中入隊はいつでも可。体験見学いつでも可で

す。 
 
指導者ですが、DLは、渋谷さん、杉山さんが引き

続き務めてくれ、藤原さん、南さんが新たになってくれま
した。 
副長は、中村さん、太田さんが退任し、BVS から

保科さんが、DL から都筑さんが新たになってくれまし
た。 
係ですが、小川さんが引き受けてくれている感想文

係に加え、副長 OB の中村さん、畑崎さん、太田さん
にそれぞれ制服係、広報係、賞品係として奉仕いた
だくことになりました。 
結果、隊長 1、副長 10、DL4、係 4 と充実した

体制を確保できました。 
 
カブ隊は、2021年度、歩くぞ︕を目標に頑張りま

すので、ご支援、ご協力、特に隊員募集へのご助力
をよろしくお願いします。 



カブ隊副長 

三園真也 
昨年はコロナ禍で出来なかった5団全員が集まって

の上進式。 
期待と不安を持ちながら上進するスカウト、新入隊

のスカウト、それぞれ表情は硬いけれどピリッとした緊張
感が新たなスタートを感じさせ、私達指導者も気持ち
を引き締める瞬間です。 
今年度もコロナの影響はあると思いますが、対策を

しっかりして、楽しく安全に活動していきたいです。 

1組くま 

■■■■ 
上進で組長がいなくなってしまってさびしいけれど、

新しい仲間が入ってきたので嬉しかったです。 
今年は僕が組長なので、みんなをまとめられるように

頑張ります。 

2組くま 

■■■■■ 
新 5年生になり、2組の組長になりました。なので、

後輩たちの見本になる「くま」になれるように、早く集合
したり、声かけをたくさんしたいです。そして、少し気に
なったことがあります。ビーバーから進級してきたスカウト
がいなかったからです。そうなると、うさぎがいなくなって
交流ができなくなるからです。だからこれからは、積極
的にボーイスカウトに入るようによびかけをしたいです。 

3組くま 

■■■■ 
ぼくは、はじめて組長になったときにびっくりしました。

うれしかったです。 
カブブックでは、チャレンジしょうのキャンパーとハイカ

ーを持っていたのでかなり進めることができました。 
これからの大山登山などのハイクではおくれないで行

きたいと思います。 
がんばります︕ 

4組くま 

■■■■ 
4 組の組長となったので、責任を持って組長の仕事

をしたいと思います。また、4組は昨年 1位になれなか
ったので、今年は絶対にこのメンバーで 1 位になりたい
と思います。

  



2021年 4月 18日（日） 

基本動作 
カブ隊副長 

三園真也 
今年度最初の活動なので、ビシッとやりました

よ︕︕ スカウト活動で、最も大切な集合からの一連
の動き。 
今回僕が注目したのが「休め」。集合して、報告し

て、その後の「休め」の時間。 
ココでダラダラしちゃう。 
横のスカウトとふざけたり、プログラムの説明をしてる

リーダーに勝手に話しかけたり、しゃがむスカウトもいた
り、最悪なのはポケットに手を突っ込んだりしてる。 

 
おいおい︕やりた

い放題じゃねー
か︕ 
「休め」は休憩

時間じゃないんだ
よ︕ 
 
今年は「休め」の

姿勢をキープさせる
事を目標にしっかり
指導していきま
す︕ 

 

1組 DL 

杉山明日香 
気持ちの良い天気の中、基本動作訓練を行いま

した。 
動作だけでなく組ごとの目標決めなどを仲間を意識

する内容も含まれ、くまスカウトもまだまだ戸惑いながら
も役割を果たそうと努力していたと思います。 
「きつねの尻尾」では作戦を相談し合い走り回る姿

がとても楽しそうでした。 
（私もきつねの尻尾に参加したのですが子供たちの

走るスピードが早くすぐ捕まってしまい、今年もより体力
作りが必要と再認識したのでした、、。） 

1組くま 

■■■■■ 
初めての次長だと思ってたけど、菅家くんが休みだっ

たから、組長になっちゃってとても緊張したけど、新しく
入る子にも一緒に鬼ごっこで遊べて友達が増えて良か
ったです。 

2組くま 

■■■ 
ぼくは今日、できてなかったところがなおせました。ゲ

ームも活躍ができたとおもいます。 

3組くま 

■■■■■■■■■■ 
くまになって、これからチャレンジ章や、活動をがんば

ります。 

4組くま 

■■■ 
今回は 4 組の次長になって初めてのカブスカウトの

活動でした。 
活動のテーマは、基本動作ということでいろいろなこ

とを見直すことができました。 
意外と自分の基本動作ができていなくて困ったこと

もありましたが、この機会に基本動作を直せてよかった
です。 
そして、「狐のしっぽ取り」というゲームもやって楽し

かったです。 
基本動作は大切なことなのでこれからもちゃんとし

ていきたいです。 
 
 
 



2021年 3月 28日（日） 

陣馬山登山 
トナカイ班 

■■■■ 
早朝、父の車で高尾駅まで送ってもらい遅刻するこ

となく参加できました。前日の天気予報では雨の可能
性が高かったので心配しましたが運よく終日雨に降ら
れる事はありまんでした。JR高尾駅より陣馬高原下ま
でバスで移動しましたが曇天にもかかわらずハイキング
目的の人で沢山の人がいました。普段からアップダウン
ある道を毎日通学しているためかあまり疲れることもな
く特に大きく遅れることもなく予定のコースを陣馬山、
明峰峠、景信山と足を進めました。ただ、雨は降られ
なかったのですが休憩ポイントの景色は今一つでした。
班長という立場で班員を遅れる者を出さずにどうまとめ
れば良いか課題は多くあります。だけど、前村山班長
も参加されていたので心強く感じました。事故もなく無
事高尾駅に戻ることも出来ました。今後は私自身、
受験勉強と並行して 1 級を取得するために頑張りた
いです。 

トナカイ班 

■■■■ 
今回のハイキングは前回のリベンジだったので前回と

比べて僕は逞しくなったことを感じることができました。 
さらに体力が上がったおかげで前回は列について行

くことができず、大きく遅れをとってしまいましたが、今回
はそういったことが一切なく、また二時間近く早くつくこと
ができました。 
山を降りた後もほとんどの人が元気だったので、僕た

ちに体力が前回以上に上がったことがわかりました。 
さて今回で先輩たちが去り、ついに僕たちが班長に

なり、班を率いることができるようになります。さらに次
回は上進式があり、ツキノワスカウトが入ってきます。 
ツキノワスカウトを導き、班をよりよく率いるために頑

張りたいと思います。 

 

 

 

トナカイ班 

■■■■ 
今日の登山が、僕のボーイスカウトとしての最後の

活動でした。久しぶりに体を動かしたので、受験勉強
で運動してこなかった僕にはとてもハードでした。しかし、
僕が知っていた夏までのトナカイ班ではなく、数段レベ
ルアップして体力がつき、たくましくなったトナカイ班の後
輩を見て、僕も頑張らなければ、という気持ちにさせら
れ、無事踏破することができました。最後の活動でこ
れだけの達成感を感じることができたので、とても嬉し
かったです。 
今までボーイスカウトとして活動してきたことで感じた

ものは、経験できることの豊富さです。ボーイスカウトの
活動はこれがずば抜けていると思います。しかも種類、
場数、どちらのことも豊富に経験できます。そしてその
経験はあらゆる場面で自分を助けてくれる武器となり
ました。スカウトの皆さん、これからも一つ一つの活動を
大切にしてたくさんのことを吸収して下さい。 
今までありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



カモメ班 

■■■■ 
緊急事態宣言が明け、受験明け、初の野外活動

が、ボーイ最後の活動となってしまった。しかし、最後に
ふさわしい達成感のある活動であった。 

2020 年 7 月 19 日に陣馬山の登山があった。し
かし、その時は高尾山を上っただけに終わってしまった。
そのため、今回陣馬山、景信山と登ることができ、陣
馬山から高尾山までのコースを無事制覇できたため、
とてもよかった。 
また、天候の心配もあったが、最後まで雨が降らず

に活動できたこともとても幸運だった。 
ボーイでの活動

は終わってしまった
が、これからもベンチ
ャーとして、また、隊
付として、スカウトの
手本となりたいと思
う。 

カモメ班 

■■■■ 
今日は、久しぶりに活動に参加して山登りをしまし

た。朝は少し遅刻してしまい次回からは気を付けます。
山では桜が咲いていて景色は良かったです。雨も降ら
ずによかったです。 

カモメ班 

■■■ 
登山は

すごく大変
で疲れた
けれど、頂
上の景色
がとてもき
れ い で し
た。 

オットセイ班 

■■■■■ 
高尾山駅からバスで 30分くらいの場所にある陣馬

山。緑が多く、いかにも山らしい風景が広がり、ウグイ
スのさえずりも聞こえてきました。 
初めは雨が心配されましたが、

何とかもちこたえてくれ、明王峠や
景信山に予定通り、到達すること
ができました。久しぶりにみんなと会
えて良かったです。途中、先輩から
受験の話など聞くこともできました。
来年度は、僕たち中 2 が班を引っ
張っていかなければなりません。頼
られる存在になるように頑張ってい
こうと思います。 

オットセイ班 

■■■■ 
今回は緊急事態宣言解除後

初の活動であり、かつ中学 3 年生であった青木くんと
佐藤くんと村山くんがボーイで行う最後の活動でした。
班長である佐藤くんは今回いなかったので次長という
役割を持って登山しました。登山の時の班の順番は
最後だったので他の班を後ろから見守ることができたと
思います。久しぶりの登山で体力が少し落ちていたけ
どこれからの活動を通して戻していきたいです。そして、
新しく入る班員を導く班長を支えていきたいです。



2021年 4月 4日（日） 

上進式
カモメ班 

■■■■ 
ボーイ隊に上進するのは少し不安でしたが、カモメ

班の人達はみんな優しくて良かったです。 
ボーイ隊はカブ隊より厳しいと思いますが、がんばっ

ていきたいです。 

カモメ班 

■■■■ 
カブ隊からボーイ隊に上進して、上進することは楽し

みにしていたけれど、不安な気持ちもありました。 
ボーイ隊のこれからの活動が分かり、全体的に大

変そうですが、みんなについていけるようにがんばります。 

オットセイ班 

■■■■ 
6年生からボーイ隊になります。兄二人もボーイ隊

をやっていたので僕もボーイ隊になるのが楽しみでした。
そしてついにボーイ隊に入れました。ボーイ隊になるとサ
イクリングとかスキーとか色々楽しそうな活動があってい
なと思いました。自分たちで企画することができて楽し
みです。 
 
 

トナカイ班 

■■■■ 
上進式の日、僕はとても緊張していました。最初に

誓いを間違えないように全て言うことができるか、そして
特に、自分がボーイスカウトの中で活動できるのか不
安でした。でも班の先輩たちが分かりやすく教えてくれ
て楽しかったです。 
これからボーイスカウトの活動を楽しくしていきたい

です。 

  



2021年 4月 18日（日） 

基本訓練
オットセイ班 

■■■■ 
ボーイスカウトになってから 2 回目の基礎訓練で、

ぼくは班長がどれだけ大変かを知りました。下の子に教
えるのは、とても大変ということです。新しく下の子が入
ってきて、ぼくは国旗の仕方やロープ、自分の知ってい
る限りのことを教えました。 
それで、ぼくは教え方がヘタだったので、なかなか分

かってもらえず。苦労しました。 
班長の大変さが分かり、ぼくも班長になったら分か

りやすく教えられたらいいなと思いました。 

オットセイ班 

■■■■ 
ボーイスカウトを休

隊していたのでロープ
の結び方などを忘れ
てしまい、困ってしまう
場面が多々ありまし
た。それでも同じ班の
先輩が教えてくれた
のでなんとか進めることができました。これからは足をひ
っぱらずに頑張っていきたいと思います。 

トナカイ班 

■■■■ 
国旗掲揚をする月輪スカウトを見て、初めて 5団に

入った時の僕を思い出しました。ボーイスカウトに入っ
てやってみたかったことの中で国旗掲揚があったからで
す。今回の多摩川の風は、とても強かったので掲げた
瞬間に、旗がひらひらと舞っていました。これはコロナ渦
でぐったりしている日本の状況が良くなるということなの
でしょうか。ところで、カモメ班のフライ作りを見て、感心

しました。強い風を
モノともせず、フライ
を完成させたことに
です。彼らの強み
は一体何で し ょ
う︖ 現班長がすご
いからなのでしょう
か、それともチーム
ワークが強いから︖ 
もしこの謎を解いた
時、トナカイ班は 5
団一になるでしょう。
次回からの活動を
楽しみにしています。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トナカイ班 

■■■■ 
今日の基本訓練

では、いろいろなこと
がありました。 
まずは、フライで

す。 
今日は、風が強く

て、大変でしたが、無
事強いフライが作れ
て良かったと思いま
す。 
基本動作では、み

んながみんな持ってい
る能力をいかせてい
たのでいいと思いました。 
国旗掲揚では、自分も、あまり国旗掲揚が詳しくな

いので、じっくりとやり方を理解するように頑張りたいと
思います。 
新しく入隊したスカウトも、基本訓練や、ロープ結び、

交流などがしっかりとできていたので良いと思いました。 
次の活動も頑張りたいと思います。 

カモメ班 

■■■■ 
今日は雨の次の日の活動だったので河川敷も沼の

ようになっていて風も強く、ブルーシートも飛ばされそう
になりあまり活動日和ではなかったですがひさしぶりに
結び方などを復習できて良かったです。 

カモメ班 

■■■■ 
僕は今日班長でした。班員をまとめられていたか分

からず、心配ですが、班員皆で協力出来るところは協
力出来たのでとても良かった。しかし、タープ作りのとき
はうまく班員を動かせなかったので、その点は改善して
いくことが重要だと思います。

 
  



 
 団会議︓3月 27日（土）20:00 @オンライン 
 各隊活動報告/予定共有 
 育成会役員による会計監査完了 
 緊急事態宣言中の対面活動は全て中止・延期 
 2022年は団設立 70周年，実行委員会設置して記念行事開催検討 

 団会議︓4月 24日（土）20:00 @オンライン 
 各隊活動報告/予定共有 
 育成会役員による会計監査完了 
 緊急事態宣言中の対面活動は全て中止・延期 
 2022年は団設立 70周年，実行委員会設置して記念行事開催検討  

 育成会活動 
 3/21（日）入団説明会手伝い 
 月活動集金 
 4/9~12（金~月）会計監査︓全隊・団・育成会すべて完了 

 
 
 
 

 育成会総会︓5月 15日（土）10:00- @オンライン（別途案内） 
 団会議︓5月 29日（土）20:00- @尾山台地区会館第 1会議室  



編集担当より 
編集後記 
ローバー隊隊長 

渡口要 
2021年に入って緊急事態宣言が断続的に続き，

各隊思うように活動出来ていないと思います。そんな
中かろうじて，上進式前後から1か月ほど活動が出
来た期間のさくらをお届けします。 
「最近さくらはどうなっているんだ︖」と思われていた

方も多いと思います。本当に申し訳ない。全て私の
不徳の致すところです。 

2021 年に入ってからここまで，相変わらずコロナ
とは全く無関係に，プライベート（弊息子 0 歳＆4
歳）と仕事（働き盛りの 37歳）が益々たいへんに
なって（充実して︖）きております。もちろん，そん

なことはさくらの発行には関係ない（関係させてはい
けない）ので，なんとか立て直したいと思っているとこ
ろであります。 
実は，さくら 2・3 月合併号も用意しています。そ

ちらでは，活動休止中のローバースカウトにそれぞれ
好きなネタで原稿を書いてもらうという企画をやりまし
た。その結果，力作が揃いすぎて私の編集が追い
付かなくなっています。ということで，4・5 月合併号
が出るのに 2・3 月号が出ていない，ということになっ
てしまいました。必ず出しますので気長にお待ちくださ
い。 

 
 


