日本ボ ー イ ス カ ウ ト 東 京 連 盟
杉並第八団

−団報−

登録 No.15-14-01-008
[本部] 東京都杉並区本天沼 1-27-16
竹之内

第

２５６ 号

[2004 年６月１０日 発行]

實

[mail] takesan@muj.biglobe.ne.jp

〈研修・講習〉
ウッドバッチ研修所 CS 課程東京第 112 期（4/29〜5/2 山中野営場）に山中 CS 隊副長補と別役 BS 隊長が参加し、
杉並地区指導者講習会（5/23：高円寺中央会議室）にカブスカウト母親の篠原さんと渡辺さんが参加しました。
また指導者講習会にスタッフとして奉仕された阿出川 VS 隊長共々、皆さんお疲れ様でした。研修、講習で学んで
きたことを是非スカウト達のために役立ててくださるようお願いします。
山中副長補、篠原さん、渡辺さんに受講の感想を寄せていただきましたので紹介します。
WB 研修所 CS 課程東京第 112 期に参加し多くの事を

ボーイスカウト指導者講習会に参加させていただきま

学ぶことが出来た。特に期間中所員の方々がおっしゃ
っていた「ちかいとおきての実践がスカウト活動の根
本である。」と言うことの大事さを改めて再認識した。
また研修所に参加して出会った他地区の方々と話を

した。 今まで、漠然とスカウト活動に関わってきまし
たが、この講習会で、スカウト活動の意味・意義、どの
ようにスカウト活動が生まれ、発展してきたのか、今後、
どのようにスカウト活動に関わっていったらよいのか

することで自分の団と違った活動内容等を聞き、とて
も参考になった。最後に、今回研修所で得た知識と技
術を今後の活動に生かして行きたい。
CS 隊副長補 山中

が理解できた様に思います。これからこの事を生かし、
どの位私自身、出来るかわかりませんが、頑張って、ス
カウト活動のお手伝いをしていきたいと思いました。
CS 隊デンリーダー 篠原

研修を無事に
修了し、晴れ
やかな表情の
山中副長補
（後列右から
2 人目）

ボーイスカウト指導者講習会を受講して
息子がスカウトに入隊しなければ、決して山や
川に出かけなかったであろうインドア派の我が
家にとって、一昨年は夫、今回私が受講の機会
を得て貴重な体験でした。
スカウト運動を一般原則から学べたことはもち
ろん、特にスカウト活動における成人の役割を
再認識できたことが収穫でした。
「スカウトと一緒に野山を歩くことも、団を内
側から守る仕事も同様に重要」と伺い、益々育
成会の仕事をがんばろう（笑）と思うひととき
でした。
育成会役員 渡辺

<カブ隊>
活動報告
5/9（日）合同組集会：善福寺川緑地公園
絵付けコンテスト、 わかってちょうだい
１組：小野里、稲垣、松本
２組：大杉、篠原、水上、渡辺
5/23（日）隊集会：立川防災館と昭和記念公園
防災体験で安全について学びました
人命救助ゲーム、
１組：小野里、稲垣、松本、宮木
２組：菊地、枚田、大杉、篠原、水上、渡辺

防災館へようこそ
防災館前で記念撮影
５/30（日）リーダー会議とバスラリー下見
今後の予定
6/6（日）合同組集会：上荻児童館
バスラリー準備 行き先座標確認とコース決め
６/20（日）隊集会：バスラリー
都バス一日乗車券を使って指令書に従い都内を探検
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<ビーバー隊>

<ボーイ隊>
5/2〜5/3 ファルコン班

班キャンプ（五日市・逆沢）

６月隊集会予定
６/20（日）隊集会：
「さいがいからみをまもろう！」

円酒、天野、川畑，増野
5/1〜5/3 イ ー グ ル 班 班キャンプ（青梅・水の公園）

立川防災館に行きいろいろな体験をします。

大杉、川井、伊藤、峯、村木
5/3

夏キャンプ下見
（山梨県芦川村すずらんキャンプ場）

体験・見学大歓迎です。

自然が多く大変良いキャンプ場です！
5/9

隊集会

お知り合いに声をかけてください。

ハイキング 子の権現

ﾌｧﾙｺﾝ：円酒.天野.鈴木.伊東.増野

ｲｰｸﾞﾙ：多田村

<ベンチャー隊>

6/12-13

BS 合同キャンプ(野外料理)

☆ 炊事章チャレンジ
☆ 新ドームテントお披露目
(6/12 AM7:30 荻窪駅集合)
元気？に出発！！

[地区 VS 隊長研修会] 5/30 高円寺中央会議室

わらじの大きさは？

一班編成でしたが、西吾野駅をスタートして観察やロープ
ワーク等のポイントをこなし、１３Km のコースを時間がか
かりましたが無事ゴールしました。

去る 5/30 に地区 VS ﾘｰﾀﾞｰ向け研修会が開催され
7 ヶ団からﾘｰﾀﾞｰの参加があり、富士章取得への道
についてのﾘｰﾀﾞｰｻﾎﾟｰﾄを確認しました。
9/19-20 で
地区 VS ｽｶｳﾄの
野外料理ｷｬﾝﾌﾟを
開催します。
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱﾜｰﾄﾞへ
の取組みをｻﾎﾟｰﾄ
しますので、積極
的な参加を期待
します。

林団委員、ご協力ありがとうございました。
5/23

GB 訓練

報告書作成 円酒.大杉.川井.伊藤

今後の予定
隊集会

6/12〜13 ベンチャー隊合同キャンプ

五日市

「ダッチオーブンの使い方」
GB 訓練

6/20

夏キャンプ下見

6/26〜27

〈団委員会〉 ５月２８日(金)
竹之内、高木、山村、高島、山中、林
〈団 会 議〉 ６月 ５日(土)
隊リーダー ＢＶＳ大杉 ＣＳ 大島、山中
ＢＳ 別役、山中、宮崎、下司 ＶＳ 阿出川
団 委 員
竹之内、高木、山村、山中、高島
〈団 ・育成会〉
６月 ５日(土） 若杉祭り 「滑車」奉仕
隊リーダー ＣＳ 大島、山中 ＢＳ 宮崎、山中、別役
団 委 員
竹之内、林、土方、高木
６月２６日(土) 団委員会 ７月３日(土) 団 会 議
７月 24 日(土)〜２５日(日)
おぎくぼ七月祭 屋台出店
売上げはスカウトの活動資金となります。ご協力お願いします
〈地区〉
６/27(日) 指導者向け上級救命講習会
〈荻窪消防署〉
７/25(日) スカウト救急法 VS、BS（中学生） 〈荻窪消防署〉
夏キャンプに備えて対象者は受講しましょう
〈東連〉
６/19(土) ＢＳＡ極東支部との交流会（多摩キャンプ場）
７/25(日)〜29(木)「サマーキャンプ２００４」山中野営場
８/ 2(月)〜 8(日) 第６回日本ベンチャースカウト大会
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〈杉並地区 16 年度
協議会長

地区役委員〉

柳沢 宣男

副協議会長 竹之内 實

西 強

国分 武守

地区委員長 鈴木 守
副地区委員長 平方 敏道

中村 和正

各委員会委員長
組織・拡張 中野眞冶

指導者養成 佐藤武信

進

野営・行事 高橋

歩 浅原房夫

健康・安全 高畑一徳 財
会

計 纐纈日出雄 事

治

政 纐纈日出雄
務 長 豊田哲也

特別委員会委員長
宗
障

教 西

強

広

害 児 篠原宣武

報 中野眞冶

財政・維持 森川純一

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております

mail：takesan@muj.biglobe.ne.jp
団委員長

竹之内

實

広報担当

高木

誠

