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4 月 15 日(日）：杉十小グランド

オープニングセレモニーは 500 余名が参加し、地区旗
隊旗、国旗の入場で始まりました。8 団は RS 山中、VS
村木、BS 伊東、CS 榎本、BVS 三浦の各スカウトが旗手
となり堂々と行進しました。また代表スカウトによる 30 周
年開始宣言では大杉 VS が選ばれ力強く宣言しました。
最後にスカウト活動 100 周年と杉並地区 30 周年を記念
し全員で人文字を作り記念撮影をしました。

<ビーバー隊>

<カブ隊>

活動報告

活動報告

４/ 1(日)

隊集会 荻窪地域区民センター調理室
三浦・篠田・植田、見学１名

笹井副長の指導で、おいしい蒸パンができました！
４/15(日) 隊集会
杉十小グランド
杉並地区発足３０周年オープニングセレモニー に
参加
三浦・篠田・植田、石井

● 4/1 組集会 ~上荻児童館
● 4/21・22
春季舎営 ～奥多摩 氷川キャンプ場
榎本、枚田、横田、川野、冨樫、花井

奥多摩湖からキャンプ場までのハイキング。
組のみんなの力をあわせて、追跡サインを追って、無事ゴ
ールしました。
夜のキャンプファイヤは組集会で練習した、スタンツが
うまくでき、とても楽しい営火になりました。
次の日のお昼ご飯は君たちが作った、カレーうどんをキ
ャンプ参加者みんなで食べました。とてもおいしかったで
す。
組の友情も深まり、楽しいキャンプになりました。
今後の予定
5/13 組集会 ～上荻児童館
5/27 隊集会 ～野外料理 青梅釜ヶ淵公園

8 団ビーバーの旗手は三浦君

ビーバーノートを
ひろげて、今日の
木の葉章は・・・

今後の予定
５/13(日) 隊集会
５/20(日) 隊集会

春 の野 外 活 動

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
夏キャンプの場所が決まりました！！

駒ヶ根キャンプセンター(長野県駒ヶ根市)
8 月 11 日(土)～14(火)
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<ボーイ隊>

<ベンチャー隊>

活動報告
４/1５ 地区発足３０周年オープニングセレモニー
イーグル：稲垣(雄)、枚田、大杉、冨永、渡辺
ファルコン：伊東、稲垣(幸)、篠原
4/21～22 隊集会（オーバーナイトハイク）
武蔵増戸から武蔵五日市
イーグル：稲垣(雄)、枚田、大杉、冨永
ファルコン：伊東、小野里、松本、宮木、稲垣(幸)、篠原

0:47 弁天山山頂

1:12 城山山頂

去る 4/29-30 に VS 章挑
戦キャンプに村木君が
参加しました。五日市/
逆沢の常連の場所でし
たが、天候に恵まれ朝か
らフル稼働で基本訓練
の課題をこなしていき
ました。

翌日は、地形図とコン
パスを片手に単独ハイ
クです。無事に五日市
駅で待ち合わせて、帰
途に着きました。

５月予定
5 月 16 日(水) 地区レンジャー集会
20 日(日) 隊集会(夏キャンプ PJT)
1:56 小峰ビジターセンター

2:33 鉄塔にて夜食

<ローバー隊>

4:50 沢戸橋

5:20 金比羅山山頂

4/29 GB 会議、スカウト訓練
夏キャンプでの住居の設計
ファルコン：伊東
イーグル：大杉、渡辺
今後の予定
5/13 GB 会議、スカウト訓練
5/27 隊集会（ポイント OL）

「あんさんぶる荻窪まつり」に参加します。
お手伝い大募集
来る６月２日（土）３日（日）「あんさんぶる荻窪まつり」
が開催されます。
今年から「杉並チャリティ・ウォーク」や「荻窪すずらん
通りまつり」も同時に開催されることになり、昨年以上
に大勢の人出が予想されます。
今回杉並八団に屋台全般を任されることになり、焼き
そば、フランクフルトなどの従来のメニューにカレーラ
イスを加えることにいたしました。これまで以上に総力
を挙げて取り組む必要があります。
バザーに替わるスカウトのための活動資金確保、さら
に地域に根ざすボーイスカウト活動の一環としてこの
「あんさんぶる荻窪まつり」に今後とも力を注いで行き
たいと考えておりますので、是非とも育成会員の皆様
のご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
育成会会長 今村 国治

活動報告
４/７ (土) 隊集会 今後の活動についての話し合い
参加スカウト 山中(樹)、赤坂
４/ 15(日) 地区発足３０周年オープニングセレモニー
参加スカウト 山中(樹)、赤坂
４/ 22(日) 指導者講習会 大島陽介 受講
CS 隊奉仕： 山中（樹） ４/１隊集会
活動計画
5/ 19 (土) 隊集会
〈団委員会〉
4/27(金) 竹之内、高木、山村、山中、土方、円酒
次回 5/25(金)20:00
あんさんぶる荻窪
〈団会議〉
5/12(土) リーダー：ＢＶＳ：大杉 ＣＳ：別役
ＢＳ：渡辺 ＶＳ：阿出川 ＲＳ：大島
団 委 員：竹之内、大島、高木、山村、山中
次回 6/ 2(土) 18:00 荻窪地域区民センター
〈団 ・育成会〉
5/5・6 40 周年記念ｷｬﾝﾌﾟ候補地下見 「ｺﾆﾌｧーいわびつ」
5/13（日）第 10 回「親子で遊ぼう」作って飛ばせ（たこ・紙ひこ
うき・）
1 時から３時 桃井原っぱ広場
〈地区･東連〉
4/22(日) 指導者講習会
RS 大島君、BVS 篠田君の父の 2 名が受講しました。
4/26(木) 19 年度地区総会 地区 5 年表彰大杉 BVS 隊長
地区有功記念章 峯 CS 副長 弥栄！
5/3～6 BVS 研修所 枚田副長 修了 お疲れ様でした！
5/10(木) 地区円卓会議
5/31(木) 地区委員会
5/25(金)～27(日) 19 年度日本連盟全国大会
6/10(日) 東連安全管理研修会 四谷地域センター
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