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平成 17 年度 今年も元気にスタート
〈育成会年次総会〉
1 月 22 日（土）
荻窪地域区民センター
今村会長が議長に選出され
前年度決算、活動報告、今
年度予算、活動計画等に対
し会員皆様の承認をいただ
きました。
今年度新たに育成会役員に
稲垣裕子氏、団委員に天野
芳彦氏、大島正和氏、円酒
恵美氏がそれぞれ選任され
ました。また 17 年度の各隊隊長、副長の任命も行
われました。
団委員を退任された岩下和幸氏と、団備品倉庫にご自
宅の敷地を無償提供してくださっている田辺恵一氏に
対し感謝状を贈呈いたしました。スカウトのためにご
尽力いただき、ありがとうございます。

〈上進入隊式〉
1 月 23 日(日)
上荻児童館
まず新しい仲間の大西
君、渡辺君、村井君、
中田君、河野君の入団
式が行われ、続いてＢ
ＶＳから順に上進式が
行われました。次に今
年度新たにﾘｰﾀﾞｰとなっ
た、枚田有史氏（BVS
副長）と渡辺敬之氏
（BS 副長）を紹介。
17 年度各隊ﾘｰﾀﾞｰとし
て BVS 大杉隊長,ＢＳ
山中隊長,CS 別役隊長,
ＶＳ阿出川隊長、ＲＳ
大島隊長、および各隊副長が団委員長から紹介されまし
た。そして新入スカウト、上進スカウトの入隊式が行わ
れた後、早速各隊とも新体制で 17 年度最初の隊活動を
元気にスタートしました。

〈ビーバー隊〉

<カブ隊>

活動報告

活動報告

1/23（日）上進入隊式：上荻児童館
渡辺くん、村井くん、中田くん、川野くん
は大きな声で「やくそくときまり」を述べ
てビーバー隊に正式に入隊しました。
おめでとう ビーバー !!
枚田くんとともに５人で元気に活動します。

1/23（日）上進入隊式：上荻児童館

隊集会：上荻児童館

基本訓練

ゲーム

きをつけ！
隊長のおはなし

『大西くん、中田くん入隊おめでとう!!』
隊集会：桃井はらっぱひろば 基本訓練
1 組:大杉、稲垣、篠原、宮木、中田
2 組:大西、冨永、松本、渡辺

『新しい仲間を迎えての最初の隊集会!!
みんなで協力して、ゲームをクリア!!』

平均台を使って
どんなゲーム？

今後の予定
２/20(日) 隊集会：

ビーバーをさがしに動物園に
行こう！

今後の予定
2/6（日）合同組集会:上荻児童館
2/20(日) 隊集会:アイススケート
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カブラリー準備

<ボーイ隊>

<ベンチャー隊>

1/16 リーダー会議
1/23 スポーツ大会（東原児童館）
ファルコン班
鈴木、川畑、山口、増野、小野里
イーグル班
田辺、村木、菊地、枚田
1/30 2 月スキー下見（富士見パノラマスキーリゾート）

新年度の活動がスター
トしました。１月隊集
会では、早速「野営章」
の技能章にチャレンジ
して、別役考査員の認
証を受けました。

<弥栄､弥栄､弥栄！>

3 名の新しい仲間と元気に
３on３

記念の集合写真

春スキーのような
暖かな晴天でした

2 月活動予定

1/23､上進･入隊式で VS
隊笹井君が RS 隊へ上進
しました。BS より３名
の上進者 がいました
が、欠席で残念！
[VS 上進者]
天野 君
大杉 君
川井 君

２月１２日(土) 18:00–21:00 荻窪区民センター
「地区 VS 雪中ｷｬﾝﾌﾟ準備委員会」
２０日(日) 19:00-21:00 隊長宅「隊集会」
２７日(日) 雪中キャンプ下見(谷川岳)

今後の予定
2/13 GB 会議及びスカウト訓練・リーダー会議
2 月隊集会を 2/27 から ３/１３（日）に変更
〈八団家族新年会〉 1 月 22 日(土)「トムソーヤの冒険」
食べて飲んでゲームして親子そろって楽しいひととき

<ローバー隊>
1/22（土）隊集会 1/23（日）上進入隊式：隊集会
「スカウトハンドブック、副長補」について
高仲、笹井(K)、笹井(R)、山中(K)
2 月予定 ２/１１(金) 地区リーダーの集いに参加
（インド洋大津波

被災者への支援募金）

総会、上進入隊式、新年会の会場で
皆様のたくさんの賛同をいただきま
した。募金いただいた 51,896 円は
被災者に役立てもらうために 1 月 24
日日本国連 HCR 協会に託しました。
私達杉並８団はインド洋大津波被災者や世界各地での

二人そろってビンゴ！

杉並地区委員長鈴木守氏 団担当
ｺﾐｯｼｮﾅｰ岡村實氏 特別育成会員
の小泉やすお区議会議員も参加く
ださり、ご挨拶をいただきました。

難民支援を行うＵＮＨＣＲ（国連難民高
等弁務官事務所）の活動に賛同し、私達
に何が出来るか考えながら活動していき
たいと思います。
「UNHCR から届いた感謝状」

〈団委員会〉
1/22(土) 竹之内、今村、広瀬、高木、山村、山中、土方、高島、山田、大島
〈団会議〉
2/ 5(土)リーダー：ＢＶＳ：大杉、枚田 ＣＳ：別役、山中 ＢＳ：山中、宮崎、渡辺 ＶＳ：阿出川
団 委 員：竹之内、高木、山中
〈ウッドバッジ研修所〉
〈団 ・育成会〉
ＢＶＳ ３３期 ５/４〜７
２/２６（土） 団委員会 ３/ ５ (土） 団会議
ＣＳ １１４期 ５/４〜７
山中野営場
３/５(土)・６(日) 西荻区民センター祭り
ＣＳ
１１５期
５/５〜８
焼きそば、フランクフルト出店します。お 手 伝 い 大 募 集！
ＢＳ １１９期 ５/５〜８
日向野営場
〈地区・東連〉
ＶＳ
１４期 ４/３０〜５/３ 日向野営場
２/１１(金) 17 年度地区登録審査・地区リーダーの集い
〈団運営研修所〉
３/１３(日) 杉並地区カブラリー「Ｃ−１グランプリ」
18 期 ５/３〜５
三鷹
５/２８(日) 東連 １７年度年次総会
〈地区指導者講習会〉
７/24〜28 東連２００５サマーキャンプ
６/５（日）
高円寺中央会議室
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