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育成会キャンプ
５月 28･29 日に開催の今年の育成会キャンプは家族全員
参加出来る、楽しいキャンプです。みんなで料理をした
り、ゲームをしたり、もちろんキャンプファイアーもあ
ります。泊まるところは武蔵五日市にある「戸倉荘」
、カ
ブ隊が春秋の 1 泊キャンプを行った所です。建物は昔の
小学校の建物を川辺の景色の良い所に移築し宿泊できる
よう教室を改装整備した、素敵な所です。みんなで大い
に食べて語りそして遊びましょう。写真のとおり大きな
建物なので宿泊
人数には、まだ
まだ余裕があり
ます。今からで
も参加大歓迎で
す。申込みお問
合せは山中育成
会副会長へお願
いします。

一日アウトドア体験
５月８日（日）桃 井 原っぱ 広場
6 回目となる今回のイベン
トには 26 家庭、60 人(うち
子供 37 人)ちかくの参加が
あり、親子でゲームを楽し
んでもらいました。会場で
はボーイスカウト活動に興
味を持ってくれた親子もた
くさんおり、活動説明や隊
みずでっぽうでまとあて
集会見学の誘いに熱心に耳
を傾けてくれました。この
中から少しでも多くの８団
の仲間が生まれることを期
待しましょう。協力くださ
った、リーダー、育成会、
団委員の皆さんありがとう
ございました。 (HP でも
ｺﾞｰﾙにはﾏｼｭﾏﾛｸﾗｯｶｰ

〈ビーバー隊〉

<カブ隊>

活動報告
4/24(日) 隊集会：ビーバーの 「たべもの」

活動報告

「みんなでパンづくりをしました！おいしかったよ」

枚田、渡邊、村井、川野 （荻窪地域区民センター）

活動風景が見られます。)

4/3(日) 隊集会(3 月分) 区内ハイク

グルメマップを作成!!
どこもおいしそうな店ばかり!!
1 組 稲垣、大杉、篠原
2 組 冨永、松本、大西、渡辺
4/16(土)・17(日) 隊キャンプ
地蔵山キャンプ場

デンを作ったり、箸を作ったり、
いろんなことにチャレンジしました。
まじめに朝のセレモニー

1組
2組

笹井副長教えてください

稲垣、篠原、宮木、中田
冨永、松本、大西、渡辺

それぞれ好きな形のパンが出来ました「作品？の発表」

川野君

中田君

小学校入学おめでとう

ビーバー！
今後の予定

５/22(日) 隊集会：ビーバーの 「いのちのみず」
「水の科学館」に行きます。

今後の予定
5/8
合同組集会 桃井原っぱ広場
5/15 野外料理 青梅釜の淵公園
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<ボーイ隊>
4/10 GB 会議及びスカウト訓練 （善福寺川緑地）
ファルコン班 田辺･村木

<ベンチャー隊>

イーグル班 鈴木･山口･増野
去る 4/29-30 に VS 章挑戦キ
ャンプに、新入スカウト 1 名が
参加。ロープ結び･読図を中心に
基本訓練と炊事章考査を実施、
更に翌日の単独ハイクとハード
なメニューをこなしました。 夜
は定番の八団鍋と酢の物に加
え、燻製･ﾀﾞｯﾁｵｰﾌﾞﾝ料理が加わ
り、豪華な食事でした。

満開の桜の下で行われたこの日の訓練。周囲は花見で浮か
れてましたが、スカウト達はナイトハイクに備えて班体制
の確認とクラフトに必要なロープワークを訓練しました。

4/23〜4/24 ４月度隊集会オーバーナイトハイク
ファルコン班 田辺･村木

イーグル班 川畑･増野･伊東

本 ｷｬﾝﾌﾟでは 、「炊 事
章 」課題もｸﾘｱし、高
度野外活動の基礎と
なる内容の濃いｷｬﾝﾌﾟ
が実施できました。次
週の団面接で晴れて
VS 章取得です。

多摩湖から荻窪までの 20 ㎞の行程を５名のスカウトが無事
完走しました。最初は元気だったスカウトも最後は疲れて
いました。
行程 多摩湖→多摩湖自転車道(小平霊園経由)→五日市街道
青梅街道→あんさんぶる荻窪
今後の予定
5/8 GB 会議及びスカウト訓練（桃井原っぱ広場）、
5/22 隊集会(クラフト)桃井原っぱ広場

<ローバー隊>
各隊奉仕
BVS： 高仲 ４/24 隊集会 （パンづくり）
CS： 赤坂 ４/３ 隊集会 (区内ハイク)
４/16〜17 隊集会 （春キャンプ）
ＢＳ： 山中 ４/２３ 隊集会（オーバーナイトハイク）
隊集会
４/22(金)
スカウト４名 リーダー２名 他隊ﾘｰﾀﾞｰ２名
①夏キャンプに向けての話し合い
日程（仮決定）：８月１３日（土）〜１６日(火)
行き先（仮決定）：すずらんキャンプ場
②今後の活動予定（協力要請）
５月８日（日）募集イベント
５月２８日（土）〜２９日(日)育成会キャンプ

〈研修〉
５月 4 日〜7 日に山中野営場で開催された「WB 研修
所 BVS 課程東京第３３期」に BVS 隊の大杉隊長が
参加受講し、無事修了しました。お疲れさまでした。
スカウトのために研修所で学んだことをプラスして
より一層楽しくパワーアップした、隊活動が行われ
ることと期待しています。次号には大杉隊長の研修
の成果感想コメントを掲載予定です。 乞ご期待！

5 月予定

4/24(日)隊集会実施(夏ｷｬﾝﾌﾟ計画)

5 月 15 日(日)

隊集会(夏キャンプ PJT)

＊夏キャンプ計画の立案を提出のこと

〈団委員会〉
４/29(金) 竹之内、高木、大島、山中、広瀬、土方、円酒
〈団会議〉
５/７(土)リーダー：ＢＶＳ：大杉、枚田 ＣＳ：別役、山中
ＢＳ：山中、宮崎、伊藤 ＶＳ：阿出川 ＲＳ：大島
団 委 員：竹之内、高木、山中
〈団 ・育成会〉
５/ 8 (日) 親子で遊ぼう
５/27 (金) 団委員会
５/28 (土）〜２９ （日）育成会キャンプ（五日市戸倉荘）
6/ ４(土） 若杉祭り「滑車」奉仕
(夜) 団会議
７/２３〜２４ 「おぎくぼ七月祭」 屋台出店

お手伝い大募集！
〈地区・東連〉
５/１５(日) 団委員安全管理研修会
５/２２(日) 隊指導者安全管理研修会
５/２８(土) 東連 １７年度年次総会
６/ 5(日) 杉並地区指導者講習会
６/２５〜２６ スカウトキャンプ研究会
７/２４(日)〜２８(木) 東連２００５ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ ：山中野営場
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
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