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第１４回日本ジャンボリーへの参加を通じて
ボーイスカウト東京連盟杉並第８団
ベンチャー隊長

阿出川

尚

三指
第１４回日本ジャンボリーが去る８月３日から７日まで石川県珠洲市リフレッシュ村鉢ヶ崎で開催
され、杉並地区参加隊の隊長として参加しました。期間中、天候に恵まれ毎日快晴の中、熱中症対策にも苦労
しましたが、楽しく充実したキャンプ生活を送ることができ、あっという間の一週間が過ぎ去りました。
今回、初めて日本ジャンボリーに参加しましたが、数多くの経験をさせてもらうと共に、かけがえのない多
くの感動を受け取ることができました。スカウトの無限の成長力に改めて感激したこと、スカウト運動の基本
原理に立ち返った活動を実際に体験できたこと、そして世界中の仲間が集う世界的な運動の重み･大きさを実感
したこと等、本当に参加できてよかったと思いました。途中、流行性結膜炎という予想外のアクシデントに見
舞われ、一部のスカウト達と一足先に帰京せざるを得ない事態となり、関係者への多大のご迷惑･ご心配をおか
けし、改めてお詫び申し上げますと共に厚く御礼申し上げます。
特に８団から参加のスカウト５名は皆元気に活動していて、最後まで無事に日本ジャンボリーを終えること
ができ、最終的にパイオニア章と宗教アワードを取得できました。このことは、やはり実施までのほぼ一年に
及ぶ準備期間に支えていただいた関係者のメンバーを始めとして、スカウト達を快く送り出していただいたご
家族の皆様やボーイ隊リーダー/スカウト仲間達全てが後ろ盾となって応援してもらったお蔭であると、つくづ
く感慨に浸っております。
今唯一言えることは、今回のジャンボリーの会場となった石川県珠洲市の素晴らしい自然への感謝と、支えて
頂いた全ての関係者の皆様への感謝の気持ちだけです。
そして、参加したスカウト諸君から成長の足跡を目の当たりに見せられたことが、何といっても最大の収穫で
あったことと共に、このスカウト運動に携わって本当に良かったと改めて感慨に浸っています。
弥栄
東京第 21･22 隊全員集合
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<ビーバー隊>
活動報告

８/26(土) 隊集会

小金井公園

デイキャンプ

あそぼう！おどろう！うたおう！

スイカ割り、ヨーヨー釣りや美味しい食事、そしてキャンプファイヤーで楽しい１日を過ごしました。

富樫君が入隊、４人目の仲間になりました

スカウト、ご父兄、リーダー全員集合！!

おめでとう、ビーバー！
今後の予定
９/17(日) 隊集会

なかまのためにがんばろう
ユニセフ募金とカントリー大作戦
10/22(日) 隊集会
たくさんのなかまー２
楽しい歌とゲームの集い

夕ごはんは シシカバブー！

歌って♪踊った!! キャンプファイアー

<カブ隊>
活動報告

8/17〜20 夏キャンプ

四尾連湖竜雲荘(山梨県)

榎本、富浦、枚田、横田、渡邊

湖畔でのデンつくりに蛭ヶ岳ハイキング、そして湖での水あ
そび、四尾連湖の自然の中でたくさん活動しました。
みんなはじめてのキャンプだったけど、組の仲間との友情も
深まった楽しいキャンプでした。

はじめてのキャンプ!!
みんなひとまわり大きくなりました。

みずうみでの水あそび!!

デンつくり!!

キムスに挑戦!!

つめ た く て きもちよ か った

立派なひみつ基地ができたね！！

全部覚えられたかな？

今後の予定

9/17 ユニセフ募金、カントリー大作戦
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荻窪周辺

＜ボーイ隊＞
8/1 14ＮＪ出発

活動報告
8/17〜20

8/5,6 夏キャンプ最終下見

8/10 14ＮＪ帰着

夏キャンプ（山梨県四尾連湖）

ファルコン班

小野里、松本

開村式

イーグル班

枚田、大杉、渡辺、冨永

朝の点検で健康食

四尾連湖をバックに

蛭ヶ岳頂上

ハイキングに出発

自作の筏で遊ぶ

今後の予定
9/7,8 白山神社祭礼奉仕
9/10 ＧＢ、スカウト会議
（年プロ会議）
アー疲れた

9/17 隊集会（ユニセフ募金）

カブ隊合同で盛り上がる

<ローバー隊>
活動報告
8/10(木)〜13(日) 夏キャンプ
群馬県谷川岳マチガ沢キャンプ場
参加スカウト 4 名：赤坂、笹井（啓）
、山中（一樹）大島（陽）
リーダー2 名：大島隊長、山田副長 応援リーダー：宮崎 BS 副長

初日は途中月夜野びーどろパークに立ち寄り、ガラス細工の制
作体験を行いました。
一の倉沢へのハイキングは天候に恵まれましたが、天神平では
雷雲が通過したり突風が吹いたりで、東京もこの日は大荒れだ
ったとのことでした。
スカウト 4 名、リーダー2 名、応援リーダー1 名の総勢 7 名の
参加でしたが、キャンプサイトは大自然に囲まれたいへん涼し
く川の水も雪解け水のためにとても冷たくて快適な環境の中
でのキャンプになりました。夜は火を囲んでゆっくり語り合う
こともでき、大変有意義なキャンプができたと思います。

雪中キャンプではお馴染みの場所ですが
夏は初めてです
各隊奉仕 山中（樹）CS 隊：夏キャンプ 8/19,20
BVS 隊：デイキャンプ 8/26
活動計画 隊集会
9 月ジャンボリー荷物受け取り
8 日（金） 夏キャンプ反省会及び今後の活動についての話し合い
赤坂 ：
8/19

活動計画 隊集会

9 月 8 日（金）

夏キャンプ反省会及び今後の活動についての話し合い
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<ベンチャー隊>
9/6(水)

隊集会

：

久々に高島くんと近況報告会をしました。

9 月活動計画

9/23(土) 隊集会 ： 富士章挑戦プロジェクト報告書
技能章考査、技能章授与
フォーラム打ち合わせ
9/24(日) 募集イベント奉仕

(隊集会)

〈団委員会〉
8 月は休会
〈団会議〉
8 月は休会
9/2(土) 団会議

リーダー：ＢＶＳ：大杉
ＣＳ：別役、山中 ＢＳ：山中、宮崎、伊藤、渡辺 ＶＳ：阿出川 ＲＳ：大島
団 委 員：竹之内、大島、山村、山中、高木

〈団 ・育成会〉
9/29(金) 20:00
10/７(土)
9/ 2(土)

9:00

団委員会
団会議

あんさんぶる荻窪
あんさんぶる荻窪第 1 会議室

キャンプ反省会(隊リーダー・団委員会合同）荻窪地域区民センター

9/７(木),8(金) 白山神社清掃奉仕
清掃に参加してくださったスカウトのお父さんお母さん、リーダー、団委員の皆さん
お疲れさまでした。ご協力ありがとうございました。
9/24(日)

募集イベント「親子で遊ぼう」一日アウトドア体験
善福寺川緑地公園

午後 1 時から 3 時時ごろまで（スタッフ現地集合 正午）

スカウトのみんなも友達と一緒に遊びに来てね！
10/14(土)

杉９まつり

10/21(土)

おもしろえんにち 滑車奉仕(桃２小)

11/ 5(日)

育成会デイキャンプ （井口農園でスカウトが収穫体験後、みんなで料理、昼食）
友情交歓会

滑車奉仕

（午後から井草の森公園でゲームなど）

計画中

＊恒例の育成会バザーは中止することに決定しました＊
11/11(土),12(日) 荻窪地域区民センターまつり・・・焼きそばなど模擬店出店
11/23(木)

お手伝いお願いします

寿楽荘奉仕

〈地区・東連〉
9/24(日) 隊指導者のための安全管理研修会
10/15(日) カブ隊長研究集会
10/22(日) 歌とゲームの教室
11/18(土)〜19(日) 第 40 回ﾛｰﾊﾞｰｽｶｳﾄ 100 ｷﾛﾊｲｸ

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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