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あけましておめでとうございます。杉並八団も 1 月 7 日に満 36 歳になりま
した。スカウト 22 名、リーダー3 名から出発誕生した八団ですが、最盛期には CS、BS 共
に２ｹ隊を擁し登録人員も 200 名近くに達しました。先人達の情熱、ご苦労を思うと社会情
勢が変わったとはいえ、三代目の団委員長として忸怩たる思いで一杯です。
継続は力なり この団報も今月号で 263 号です。杉八 HP も 1997 年に開設以来昨年一新
し、素晴らしい HP に成長しました。
「特養老人ホーム寿楽荘」の窓拭き奉仕も 1976 年以来
毎年欠かさず継続しています。又、友好団として特別なお付き合いをさせていただいている 十日町１団 とも友
好の絆を強めています。昨年の「新潟中越地震」の際、スカウトの中から「励ましの手紙」を皆で送ろうとの声が
あがり、義援金とともに 11 月初旬にお送りしました。12 月下旬十日町のスカウトたちから「励みになりました、
ありがとう」のお礼の手紙がたくさん届きました。
（３ページに手紙の一部を掲載しています。）
地球環境・社会環境・人間関係･･･ 今のままで良いのでしょうか。子供たちの未来を考えると不安でたまりま
せん。世界中の子供たちが幸せになれるように我々大人が頑張るしかありません。戦争や飢餓をなくし平和な世界
を取り戻さなくてはなりません。BS リーダーの役目は重大です 。
２００５年

足元を見つめて･･･ 杉八のリーダーとして 何をなすべきか
少数精鋭（山椒は小粒でピリリと辛い）
やるっきゃない！ 八団家族のさらなる団結の年にしようではありませんか。
団委員長 竹之内 實

〈ビーバー隊〉

<カブ隊>

12/19（日）隊集会：荻窪地域区民センター
みんなでケーキを作って食べて、ビッグビーバ
ー送別、新入ビーバー歓迎の楽しいクリスマス
隊集会を行いました。
中田(大),枚田,渡辺,中田(貴),村井（見学）川野

活動報告
12/5（日）合同組集会：ｽｹｯﾁｺﾝﾃｽﾄ結果発表

上荻児童館

１組：小野里、稲垣、冨永、松本、宮木
2 組：枚田、大杉、篠原、水上、渡辺
見学者（大西君）も楽しく参加
12/12（日）上進章集会：ﾎﾞｰｲ隊の活動に参加（巾着田ﾊｲｷﾝｸﾞ）
くまｽｶｳﾄ：小野里、菊地
12/19（日）隊集会：くまの追い出し

カブに上進する中田君

上荻児童館

色紙に写真と寄せ書きをしてくまｽｶｳﾄに…感謝！？

新入隊の村井君

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
保護者会：来年度について

笹井副長教えてください。美味しく出来てバンザイ

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の結果、84,058 円集まりま
した。早速ユニセフ協会へ送りました
2005/1/3（月）初詣：白山神社
BVS,BS ｽｶｳﾄも参加

見学の川野君もおいしそう

中田君ビーバー最後の
ケーキ作り

今後の予定
1/23（日）上進入隊式：中田(大)君のカブ上進式
中田(貴)君,渡辺君,村井君,川野君の入団入隊式

今後の予定
1/23（日）上進入隊式：上荻児童館
隊集会：桃井はらっぱひろば
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<ベンチャー隊>

<ボーイ隊>
12/4
12/12

山口君 2 級面接
進級おめでとう!!弥栄
ポイント OL(高麗)
田辺、峯

年間ﾃｰﾏ：

くまスカウトを引き連れて、なんとか無事ゴール!!

Venture
Project

進歩(大人への成長)
Unit
[チーフ]

雪中キャンプ PJT. <05/ 4> ･･･ (伊藤)
夏キャンプ PJT. <05/ 8> ･･･ (吉田)
団バザー
PJT. <05/11> ･･･ (高島)
12/19

保護者会

上荻児童館

12/31、1/1 白山神社かがり火奉仕
鈴木、笹井、川畑、伊藤(猛)、田辺、村木
昼間の雪で大変寒かったけど、今年度最後の奉仕活動
みな制服姿でやり遂げました。

12/26(日)VS 隊集会
を開催、吉田･高島
両君が炊事章にチ
ャレンジし、見事技
能章を獲得。

[篝火奉仕]
12/31 白山神社
BS 隊に加わり、参加。

お め で と う
弥 栄！

今後の予定
1/23 上進入隊式、隊集会

〈団会議〉
1/８(土)リーダー：ＢＶＳ：大杉 ＣＳ：大島、伊藤、山中、峯
ＢＳ：山中、宮崎 ＶＳ：阿出川
団 委 員：竹之内、広瀬、髙木、山中

〈 フォトギ ャラリー〉

「初

詣」

〈団 ・育成会〉
1/２２（土） 育成会総会 午前９：３０ 荻窪地域区民センター
八団新年会 午後６：００ 「 トムソーヤの冒険」
1/２３（日） 上進入隊式 午前９：３０ 上荻児童館
上進予定 BVS→CS １名 CS →BS ３名
BS →VS ４名 VS →RS ２名
新入団 BVS 4 名 CS １名
１月３日カブ、ボーイ、ビーバースカウトとリーダ
ーで白山神社に初詣に行きました。

1/22(土） 団委員会
２/ 5（土） 団会議

「ビーバーのケーキ作り」

〈地区・東連〉
1/1３(木) 地区円卓会議
1/1５(土) 東連 新年賀詞交歓会
1/２０(木) 地区委員会
1/２７(木) 地区協議会・17 年度登録業務説明
２/１１(金) 17 年度地区登録審査
２/１１(金)
新年リーダーの集い
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

１２月隊集会でビーバースカウトがお父さんお母さ
んお姉ちゃんたちとおいしいケーキを作りました。
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昨年１０月２３日の新潟中越地震に際し、 カブ隊ボーイ隊ス カウト、リーダーが十日町１団の友達に２２通の「励ましの手紙」 を送
りましたところ、 十日町１団カブ隊ス カウト、リ ーダーから１５通ものたくさんのお礼の手紙をいただきました。まだまだ大変な 中を
ご丁寧にありがとうございました。 「励ましの手紙」と「お礼の手紙」の一部を紹介します。（ HP にも紹介する予定で す。）

杉並８団から「励ましの手紙」

カブ隊しか

十日町１団から「お礼の手紙」

稲垣君の手紙

カブ隊 M 君は貴重な
地震雲の 写真 も一緒
に送ってくれました。
（上）
カブ隊くま
手紙（左）

カブ隊 S 君は地震で
ボーイ隊田辺君と増野君の手紙

食器が散 乱し ている
キッチン の写 真も一

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております

緒に送っ てく れまし

mail：takesan@muj.biglobe.ne.jp
団委員長

竹之内 實

広報担当

高木 誠
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