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寿楽荘奉仕 友情交歓会
平成 16 年 11 月 23 日、ビーバー隊からローバー隊まで杉並８団みんながそろって奥多摩の寿楽荘で窓拭き奉仕
を行いました。この寿楽荘の奉仕は２０年以上も続く杉並８団の伝統行事の一つです。
８団家族のみんなで窓をきれいにしました。
午後はカブ隊・ボーイ隊リーダーお手製のとん汁で体を温めてゲーム大会の友情交歓会で仲良くなりました。

寿楽荘の前で

ビーバー、カブ、ボーイ
みんなそろって、いっしょう
けんめい窓拭きです。

〈ビーバー隊〉
11/23（火）祝日

河原に下りて友情交歓会の
セレモニー

（詳細はホームページをご覧ください。）

<カブ隊>
寿楽荘奉仕と友情交歓会

活動報告
11/7（日）8 団バザー参加と上進章集会
各ﾌﾞｰｽのお手伝いとｽｹｯﾁｺﾝﾃｽﾄ
１組：小野里、稲垣、冨永、松本、宮木
2 組：枚田、菊地、大杉、篠原、水上、渡辺
11/23（火）祝日

ビッグビーバーの中田君、ビーバーの中田君、
渡辺君、見学の村井君の 4 人が カブ、ボーイ
ベンチャーのお兄さんたちと一緒に、寿楽荘の
窓ふきをしながら、おじいさん、おばあさんと
話をしたり歌を歌ったりしました。
午後からの友情交歓会ではとん汁をごちそう
してもらったあと、みんなでゲームを楽しみま
した。

１組：小野里、稲垣、冨永、松本
2 組：菊地、大杉、篠原、渡辺
11/27（土）〜28（日）隊集会：秋キャンプ
若洲海浜公園キャンプ場
１組：小野里、稲垣、冨永、松本、宮木
2 組：枚田、菊地、大杉、篠原、水上、渡辺

12 月の予定
12/19（日）隊集会

寿楽荘奉仕と友情交歓会

詳しくはキャンプ特集を…見てね！
12/5（日）合同組集会：ｽｹｯﾁｺﾝﾃｽﾄ結果発表

ビッグビーバー送別、新入ビーバー歓迎の

今後の予定

楽しいクリスマス隊集会です。お楽しみ！

12/12（日）上進章集会：ﾎﾞｰｲ隊の活動に参加
12/19（日）隊集会：くまの追い出し

お知り合いに声をかけてください。

上荻児童館

保護者会：来年度について

体験・見学大歓迎です。

12/23（木）祝日

ユニセフハンドインハンド
荻窪駅周辺で募金活動

-1-

上荻児童館

<ボーイ隊>
11/14

<ベンチャー隊>

自転車ハイク 荻窪〜多摩湖
参加者 田辺、山口、増野
11/23(祝)恒例の寿楽荘
奉仕と友情交歓会が、
奥多摩で開催されまし
た。秋晴れで紅葉の中、
11/7(日)､団ﾊﾞｻﾞｰで VS･
RS ｽｶｳﾄが焼きそばを担当
来年は VS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして
参加の予定です。

11/23

自転車の手入れもバッチリ
寒い中 3 人ともがんばって完走!!
寿楽荘奉仕
参加者 村木、増野

楽しい一日でした。

<来年度「テーマ」>

進歩 (大人への成長)

12/4
12/12
12/19
12/31

山口君 2 級面接
進級おめでとう!!弥栄
ポイント OL(高麗)
保護者会
かがり火奉仕（白山神社）

11/28(日)、隊会議を隊長
宅で開催。来年度の年間
プログラム計画案を決定
しました。

〈団委員会〉
11/27(土) 竹之内、広瀬、高木、山村、山中、高島、
土方、岩下
〈団会議〉
12/４(土)リーダー：ＢＶＳ：大杉 ＣＳ：大島、笹井、山中
ＢＳ：別役、山中、宮崎、下司 ＶＳ：阿出川
団 委 員：竹之内、山村、山中
〈団 ・育成会〉
11/２0(土) トーチラン警備奉仕
11/２３(火) 寿楽荘奉仕 友情交歓会
12/ 4(土)
すぎくまつり奉仕
1/ ８（土） 団会議
1/２２（土） 育成会総会 （ 午前）
八団新年会（夜）
1/２３（日） 上進入隊式
上進予定 BVS→CS １名 CS →BS ３名
BS →VS ４名 VS →RS ２名

〈５００万人トーチラン杉並大会〉
11 月 20 日(土) トーチラン荻窪南、北コースの応援
をしました。（団委員：竹之内、山村、山中、高木
CS：大島、笹井、山中 BVS：大杉）

〈 すぎくまつり〉
12 月 4 日(土)
すぎくまつりでロープと滑車を使ったアスレチック
を行い、みんなに楽しんでもらいました。

〈地区・東連〉
11/２0〜２１ １００キロハイク
12/ 5(日) 地区指導者研修セミナー あんさんぶる荻窪
12/ 5(日) 東連 進歩に関する研修集会 NYC
平成１７年
1/1 5(土) 東連 新年賀詞交歓会
1/２０(木) 地区委員会
５/28(日) 東連 １７年度年次総会
７/24〜28 東連２００５サマーキャンプ

(団委員:竹之内,土方
BVS：大杉
CS:大島,伊藤,山中
BS:別役,山中,宮崎）

「モンキーブリッジ」
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カブ隊秋季キャンプ
11 月 27 日、28 日、東京湾の若洲海浜公園キャンプ場にてスカウト 11 名全員参加で一泊二日の秋キャンプを行い
ました。熱帯植物園の散策及び第 5 福竜丸の展示をみて核実験の恐ろしさを学び、キャンプ場ではチームワークを
発揮し、夕飯、朝飯、昼飯と火起しから味付けまですべて自分たちで作り、残さず全部食べました。
夜はキャンプファイヤーで楽しみ、
昼は素晴らしい景色をみながらのサイクリングをしながらポイント OL、キムス、
ロープワーク、パノラマスケッチを行いました。
テントの撤営もスカウト自身で行い、楽しいなかにも「約束とさだめ」を実践するキャンプになりました。

朝は体操で目をさまそう！

役割決めてごはん作り

閉会セレモニ-が終わって
みんなで「はい

＊ホームページに秋季キャンプ特集を掲載中です。

チーズ ！ 」

是非見てください＊

八団団報をお送りした方から、ご返事をいただきましたので紹介します。ありがとうございます。
三指

お世話になっております。

貴団の団報１１月号を送信頂き誠に有難うございました。
いつも当団の団会議では参考資料として回覧させていただいております。
１２団では毎年１２月初旬に団行事として団ボリーを開催しますが、今年は高尾の武蔵野陵を起点に
淺川沿いを、野外料理をかねたポイントハイクを行います。保護者も参加しコミュニケーションが、
はかれる良い機会となっています。団報が休眠状態で詳しい情報を提供できず申し訳ありません。
ますますのご活躍を祈念致します。

弥栄
（杉並１２団の方からいただきました。）

三指
団報ありがとうございます。
久々に楽しく見せて読ませて頂きました。
１０月末、阿佐ヶ谷駅で偶然にも高木ご夫妻とお会いした際に、１１／７のバザーの話を伺いましたが、
生憎当日は風邪気味で失礼させて頂きました。
ボーイ隊のカヌーキャンプへの挑戦など新しい企画もあるようですがそれが新入スカウト獲得に結びつ
かないところに、最近の悩みがあるようですね。
しかし、地道な活動の繰り返しと PR がいつか実を結ぶのではないかと思います。
私は、生活の場がどちらかと言えば阿佐ヶ谷中心ですので、どうしても１２団を見かけることの方が多
いのですが、８団の皆様がいつまでも元気に活躍されることを心からお祈り申し上げます。
弥栄
（杉並 8 団 ボーイ隊リーダーＯＢの方からいただきました）

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
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広報担当

高木 誠

