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<カブ隊> 

活動報告 
6/5(日) 組集会 上荻児童館、中央図書館 
きょうはみんなで、食中毒とその予防について調
べました。 
6/19(日) 隊集会 上荻児童館  
 
 

組集会で調べたことをみんなに発表!! 
梅干と梅ジュースもつくりました。 
夏キャンプにはおいしく飲もう!! 

 1 組 稲垣、大杉、宮木、中田 
2 組 冨永、松本、大西、渡辺 

 
 
 
 
 
 
 
 
今後の予定 
7/3  合同組集会および保護者会 上荻児童館 
7/17 隊集会 夏キャンプ準備 上荻児童館 
   夏キャンプ安全祈願 

～食中毒の予防～ 

<ビーバー隊> 

活動報告 
６/19(日)  隊集会：ビーバーの 「どうぐづくり」 

                荻窪地域区民センター 
７月の隊集会で使う、みずでっぽうをつくりました 
枚田、渡邊、村井、中田、川野、冨浦、見学 1 名 

   

冨浦君が新しくビーバー 

の仲間になり、入団入隊 

を行いました。 

  おめでとう ビーバー！          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
親子で作った        今日のこのはしょうは 
みずでっぽうのためしうち       なんだろう？ 
                            

今後の予定 
７/1７(日) 隊集会：ビーバーの 「ダムぐづくり」 

ひみつの河原でみずあそび、もちろん みずでっぽう 

を使って、いろんなゲームもするよ！  

 さあ もえろ 夏キャンプ 2005 だ！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈ビーバー隊〉 
8/27(土)「デイキャンプ」 

小 金 井 公 園 
ビーバーの「おまつり」  
み どりい っぱい の公園で 
虫とりやゲーム、スイカ割り
で思い切り遊ぼう！みんな
でおいしい夕食を楽しんだ
あとは、もちろんキャンプ 
ファイヤーもやるよ！！ 
     大杉ＢＶＳ隊長 

<カブ隊> 

8/6(土)～9(火) 

静岡県富士宮市粟倉 
表富士グリーン 

キャンプ場 

「テーマは"食"!!」 
日本一の山、富士の

すそ野でおいしい食

事とおいしい空気を

満きつしよう!! 
別役ＣＳ隊長 

<ボーイ隊>        <ローバー隊> 

8/13(土)～8/16(火) 

山梨県東八千代郡芦川村 

すずらんキャンプ場 
 
7/24(日)～28(木) 
東連ｻﾏｰキャンプ 

出発式 安全祈願 
７月 17 日(日)午後 5 時 

白山神社 

スカウト自身の
自発活動により、
野外生活を通し
て、大自然の中に
身を置き、その驚
異に触れ、美しさ
を味わう素晴ら
しいキャンプに
なるよう、スカウ
トに期待します。 

大島ＲＳ隊長 

 

普段とは違う環境で

普段では出来ない何

か新しい事にチャレ

ンジしてみよう 

山中ＢＳ隊長 
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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 

<ローバー隊>   

各隊奉仕  BVS：高仲 6 月 19 日隊集会 
６月１０日（金） 隊集会 夏キャンプについて 
６月２６日（日） 夏キャン下見 
６月３０日（木） 隊集会 夏キャンプ計画書作成 
今後の活動予定 
７月１７日（日） 夏キャンプ備品準備 
７月３０日（土）～３１日（日） 夏キャン下見 
 

〈団委員会〉 

７/２(土) 竹之内,大島,高木,山村,山中,広瀬,土方,円酒 

〈団会議〉 

７/２(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 ＲＳ：大島   

団 委 員：竹之内,大島,高木,山村,山中,広瀬,土方,円酒 

〈団 ・育成会〉                          

７/２３～２４ 「おぎくぼ 七月祭」    お手伝い大募集！  

焼きそば、ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ、カキ氷、ヨーヨー釣りの屋台出店します                    

売り上げはスカウト活動に還元されます。 
７/17(日) 夏キャンプ出発式 安全祈願 白山神社 
７/24(日) 団委員会 
8/28(日)   キャンプ反省会      18 時：トムソーヤ 
9/ 3(日)    団会議 

〈地区・東連〉          

６/２３(木)  地区委員会 

７/10(日)   ｽｶｳﾄ救急法（荻窪消防署 ８団ＢＳ3 名参加） 

７/24(日)～28(木) 東連２００５サマーキャンプ：山中野営場 

 

<ボーイ隊> 

6/12 ５月度隊集会（原っぱ広場） 
   ファルコン班  鈴木、増野 
   イーグル班   田辺、村木、菊地、 
 
 
 
 
 
 
 
実際にたちかまを作った 
 うまくできたかな？ 
この経験を本番で生かそう 
6/19  GB 会議、スカウト訓練 

   （原っぱ広場） 
イーグル班 菊地 

  スカウトキャンプ 
6/26 夏キャン下見 

（すずらんキャンプ場） 
今後の予定 
7/10 スカウト救急法講習会 
   保護者会 
7/17 隊集会(キャンプ準備) 
   （東原児童館） 
7/24~28 サマーキャンプ 
  山口、村木、伊東参加 
7/30,31  夏キャン最終下見 
   （すずらんキャンプ場）              

 

<ベンチャー隊> 

 

 

 
         CS/BS夏キャンプの応援を！ 

 

地区合同のｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ計
画実施へ向けて地区レ
ンジャー実行委員会が
開かれました。吉田･大
杉両君が参加し、実行
委員メンバーとして計
画に携わります。 

ベンチャープロジェ
クトとして「高度野
外活動」のアワード
取得へ向けてこれか
ら実行計画を立てて
いきます。 

 
 7 月 17 日(日) 地区レンジャー集会 

 ( am10:00-12:00 あんさんぶる荻窪 ) 

    17 日(土) 夏キャンプ出発祈願 

7 月予定 

 スカウトキャンプ研修会 ６/25(土)～26(日) 

            大宮八幡宮スカウトの森 

 
 
 
 
 

 

ＢＶＳ隊 大杉隊長、枚田副長 ＢＳ隊 渡辺副長が受講 

されました。スタッフとして奉仕された阿出川ＶＳ隊長、 

別役ＣＳ隊長共々暑い中お疲れ様でした。スカウトの為

に研修の成果をおおいに発揮してください。 

〈 16年度表彰 〉   弥  栄        （敬称略） 

杉並地区 

 地区表彰状・・・・峯 美奈子（CS副長）4/28 

 地区有功記念章・ 別役 重久（CS隊長）4/28 

東京連盟 

 県連有功章・・・・・高木 誠（副団委員長）5/28 

日本連盟 

 隊表彰（30年）・・・杉並八団ベンチャー隊 5/28 

 特別年功賞（15年）宮崎 直紀（BS副長）5/28 

〃   （5年） 別役  重久（CS 隊長） 5/28 

受賞されました皆様とＶＳ隊おめでとうございます。 
今後もスカウトのためにご尽力お願いいたします。 


