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11 月 5 日(日) 秋晴れの一日、ビーバーか
らローバーまでのスカウト、スカウトの家
族、リーダー、団委員、今村育成会長、竹
之内団委員長の８団家族総勢４６名が参加
しました。まずスカウト２班、家族２班に
分かれ出発点のアンサンブル荻窪で暗号を
解いてから、地図で６つのポイント探し、
課題をクリアしながらゴールの井草森公園
を目指す「ミステリーハイク」を楽しみま
した。昼食後公園広場で「火起こし」、「宝
さがし」
、
「シッポ取り」のゲームを楽しみ、
みんな熱く盛り上がりました。スカウト同
士の友情、家族の親睦が深まり楽しい一日
を過ごすことが出来ました。今後も皆さん
が楽しめるボーイスカウトならではの行事
を行い、８団の絆をより一層深めていきま
しょう。
（３ページにも写真掲載）

<カブ隊>
たくさんのなかまー2

楽しい歌とゲームの教室
善福寺川緑地公園
川野、花井、富樫、三浦、見学者 2 名

活動報告
10/22 楽しい歌とゲームの教室 〜善福寺川緑地公園
枚田、横田、榎本、渡邊

スポーツをテーマにした５つのゲームに挑戦!!
杉並区のなかまたちと元気にたのしく遊びました。

君も名ゴルファー!!
よーく狙って
ホールインワン!!
テニスボールリレーやシュートゲーム 頑張ったよ!!

チームワークで
ボールをつなげ!!
見学に来た友達も隊長
から木の葉章を受け取
りました
今後の予定

ビッグビーバーは
「りすのみち」を
隊長から教えて
もらいました

11/23(木)おとしよりとなかよくなろう 寿楽荘奉仕

今後の予定
11/23
寿楽荘奉仕
11/25〜26 秋季キャンプ
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富士学園

＜ボーイ隊＞
活動報告
10/７〜９ 班キャンプ（青梅逆沢）
ファルコン班 伊東、小野里、松本
イーグル班
大杉、冨永
10/8 秋キャンプ下見
10/21,22 秋キャンプ（カヌー）
ファルコン班 伊東、小野里、松本
イーグル班
大杉、冨永

ランプさんの講習

<ベンチャー隊>

昨年度採択したベンチャーフォーラムのアクショ
ンプランを改めて杉並地区の各隊で実行します。
「UNICEF 共同募金」を掲げ
て、世界中の青少年を中心にした飢餓の撲滅、初
等教育の実現、平等社会の実現等に役立てます。
2007 年のスカウト運動創始 100 周年を目指した運
動へのご理解･ご協力をお願いします。

サア！出発だ

11 月予定
上流へガンバレ

11 月 3 日(金)

オットあぶない！

23 日(木)

地区レンジャー集会
東連ﾌｫｰﾗﾑ 2006

<ローバー隊>

急流下りだ

隊集会 10 月 7 日（土）
来年度年プロについて
今後の各奉仕活動への参加他の話し合い
参加スカウト：赤坂、山中（樹）、大島（陽）
各隊奉仕
CS 隊：山中（樹） 楽しい歌とゲームの教室
活動計画
1１/４(土) 隊集会 今後の活動について

上流の中洲で昼食

今後の予定
11/11〜12 地区合同訓練（ＪＴ2006）
11/23 寿楽荘奉仕、野外料理

渡辺ＢＳ隊副長が

ウッドバッジ研修所ＢＳ課程を修了しました。お疲れさまでした！

10 月 6 日〜9 日ｳｯﾄﾞﾊﾞｯｼﾞ研修 BS 課程東京第 122 期に参加させていただきました。
年間 2 回開催として 60 年以上続いている伝統ある研修に参加していると思う
と特に開会ｾﾚﾓﾆｰの時は身が引き締まる思いでした。初日は家を出た時から暴
風雨で、参加者全員がびしょ濡れでくたびれ果てた顔で研修所に到着した光
景が忘れられません。各ｾｯｼｮﾝでは、BS 隊の活動の本来あるべき姿を教えら
れましたが、各参加者は多かれ少なかれ自隊の活動とのｷﾞｬｯﾌﾟを感じていた
と思います。そのｷﾞｬｯﾌﾟをどれだけ小さくできるかが、研修参加者に課され
た使命だと思っています。時間が経つと、つい目の前の現実にばかり流され
がちですが、研修を受けた時に抱いた理想を都度々々思い出して頑張っていきたいと思います。ｾｯｼｮﾝの内容もさ
ることながら同じ班のいろんな世代の方々とｽｶｳﾄ活動について語り合えたことが、本当に自分の財産になったと感
じています。今月には早速、同じ班の人達と飲み会(班集会と称しています)が開催される予定で、研修の副産物と
して楽しみにしています。大変貴重な研修の機会を与えていただき、団委員長、BS 隊ﾘｰﾀﾞｰをはじめ、団関係者
の皆さまに改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。
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〈地区指導者講習会〉10 月 29 日(日)あんさんぶる荻窪

〈地域奉仕〉

カブ隊保護者の枚田さん、渡辺さん、冨浦さん、榎本さん
横田さんの 5 名が参加しました。ボーイスカウト活動を
より一層理解していただけたことと思います。休日の講習
に参加していただき、ありがとうございました。
また本講習会には別役ＣＳ隊長がスタッフとして奉仕し
ました。お疲れさまでした。

今年も 8 団恒例の「ロープと滑車を使ったアスレチッ

〈団委員会〉
10/27（金）竹之内、大島、高木、山村、山中、山田
次回 11/24(金)20:00 団委員会
あんさんぶる荻窪
〈団会議〉
11/ 4(土) リーダー：ＢＶＳ：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、山村、山中、高木
次回 12/ ２(土) 9:00 団会議
あんさんぶる荻窪
〈団 ・育成会〉
10/29(日) 地区指導者講習会
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
お手伝いお願いします
11/23(木)
寿楽荘奉仕
19 年 1 月 13 日(土) 育成会総会
1 月 14 日(日) 上進、入隊式
〈地区・東連〉
11/11(土)〜12(日)地区ボーイ部門合同訓練
11/18(土)〜19(日) 第 40 回ﾛｰﾊﾞｰｽｶｳﾄ 100 ｷﾛﾊｲｸ
12/ 3(日) 地区成人指導者講習会
12/10(日) 東京連盟 鳥類保護章講習会

セレモニー 今村育成会長挨拶

火起こしに父母達も夢中

ロープ結び

ク」を行い、多くの子ども達に楽しんでもらいました。
10/14(土) 杉９まつり

10/21(土) おもしろえんにち (桃２小)

ホーキにまたがり空を飛び魔法使いになっちゃおう

団委員長表彰を受ける花井君

木の葉の宝探し

漬物のにおい当て

しっぽとり

手を繋いだ長さを歩測する

ミックスジュースの味当て
皆様のご意見、ご感想をお待ちしております
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mail：takesan@muj.biglobe.ne.jp
団委員長 竹之内 實 広報担当 高木 誠

