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５月１３日 石井君（小１）が
ビーバー隊の仲間になりまし
た。竹之内団委員長から入団許
可証が授与されたあと、大杉隊
長の前で「やくそくときまり」
をしっかりと述べ、晴れてビー
バースカウトになりました。
これから元気に楽しく活動し
てください。
おめでとうビーバー！
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http://www.sugi8.org/
5 月 13 日桃井原っぱ広場

作って飛ばせ！たこ・紙ひこうき・・

今回は親子でたこと紙ひ
こうきを作り、飛ばして
遊んでもらいました。
いつものマシュマロクラ
ッカー共々参加してくれ
た皆さんに喜んでもらう
ことが出来ました。

<ビーバー隊>

<カブ隊>

活動報告

活動報告

５/ ２０(日)

隊集会 桃井はらっぱ広場
三浦・篠田・植田・石井
親子でペットボトルで「ピーク」、ストローと工作
紙で「リングリング飛行機」の 2 種類をつくって、
誰が一番遠くへ飛ぶか競争したり、輪くぐり、まと
あてなどで楽しく遊びました。

● 5/13 組集会 ～上荻児童館
カブブックにチャレンジしました。

見事、川野君がうさぎのクリア章を修得しました。
おめでとう!!ウォッウォッウォー
● 5/27 隊集会 ～釜ヶ淵公園
榎本、枚田、横田、川野、冨樫、花井

炊き込みごはんを作りました。
とってもおいしくできました。
火おこしゲームもちょっと時間かかったけど、見事にひもを
焼き切ることができました。

指導者講習会に参加
いただいた篠田君の
お父さんとＷＢ研修
所に参加した枚田副
長から、その感想発
表がありました。
お二人とも、本当にお疲れ様でした。
お二人のレポートを３ページに掲載しています。
今後の予定

今後の予定
6/3
組集会 ～あんさぶるまつり見学

6/17

６/17(日) 隊集会 水鉄砲つくりと父母会
上荻児童館工作室と屋上使用予定
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隊集会 ～海の生物観察 葛西臨海公園

<ボーイ隊>

<ベンチャー隊>

活動報告
５/1３ GB 会議、スカウト訓練（桃井はらっぱ広場）
夏キャン用住居の模型作り
ファルコン：小野里、松本、篠原
イーグル：菊池、大杉、富永、渡辺

大杉君が団委員長面接を

先月ベンチャー章挑戦
キャンプをクリアした
村木君が、団面接を受け
て無事に VS 章を授与さ
れました。
これからプロジェク
トへ積極的にチャレン
ジしていきましょう。
上記写真は、VS 章挑戦キ
ャンプでランタン照明用
の三脚作りを行っている
ところです。水場のタンク
置き場も作りました。

行い無事に１級章を取得
しました。

5/27

弥栄

6 月予定

隊集会（ポイント OL＆野外料理）巾着田

ファルコン：稲垣（幸）
イーグル：稲垣（雄）、枚田、渡辺

6 月 6 日(水)
10 日(日)

地区レンジャー集会
隊集会(夏キャンプ PJT)

<ローバー隊>
活動報告
5/ 19 (土)
シルコンの準備

隊集会 夏キャンプについての話し合い
参加スカウト 山中(樹)、赤坂、大島（陽）

“ うまい! ”

今後の予定
6/10 GB 会議、スカウト訓練
6/23,24 隊集会（１泊キャンプ）

CS 隊奉仕： 山中（樹） 5/13 組集会
活動計画
6/ 16 (土)

5/20 隊集会

夏キャンプ下見

今年もあんさんぶる荻窪まつりに参加しました。
やきそば、フランクフルト、かき氷、飲み物とカレーライスの
屋台とヨーヨーつり、スーパーボールすくいのゲームコーナ
ーはどこも大盛況で、おまつり広場のにぎわいに一役買う
ことが出来たと思います。
育成会員のお父さんお母さん方、ＶＳ、ＢＳのスカウト有
志、リーダー、団委員の皆さんのご協力のおかげで、２日
間とも大成功でした。お手伝いありがとうございました。

開会式は都立農芸高校の皆さんの和太鼓ではじまりました

カブ隊は組集会であんさんぶる
まつりを見学したあと,８団名
物のやきそばやカレーに舌鼓！
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指導者講習会に参加して

ウッドバッジ研修所に参加して

ビーバー隊

ビーバー隊 副長 枚田 有史

篠田（父）

５月３日から６日まで山中野営場で開催された、ウッドバ
ッジ研修所ビーバースカウト課程第３７期に参加しまし
た。幸い天候に恵まれ、最初の３日は真白な富士を横に
見ながらのキャンプを楽しむことが出来ました。最終日は
雨の撤収というおまけ付きではありましたが・・・。
スカウト運動が体系的な教育であることがよく理解できた
こと、文字通り一つの釜の飯を食った同じグループのメン
バーと色々な情報交換が出来たこと、プログラムのヒント
を一杯もらったこと等大変有意義な内容であり、今後の
隊活動に生かしていきたいと思います。
今回、２点｢気づき｣がありました。１点目は継続的な実践
の大切さです。｢おきてとちかい｣はそれ自体特に目新し
いものではありませんが、この継続的な実践は難しく、意
味のあることです。現実に流されがちな我々にとって行
動の軸たるものです。子供たちを一人前の社会人に導く
に違いありません（ここをいかに多くの人に理解してもら
い、スカウトを増やすかという課題は残ります）。2 点目は
プロ意識の大切さです。今回お世話になったスタッフの
方々は参加メンバーを一人一人把握、研修プログラムを
準備されていました。ボランティアという甘えのない、プロ
意識には頭の下がる思いで、指導者として自分もかくあ
らねばと感じた次第です。
最後に今回の貴重な機会を与えていただいた、竹之内
団委員長、大杉ビーバー隊長をはじめとする、団関係者
の方々に改めて御礼を申し上げます。

日本ボーイスカウト東京連盟杉並地区主催による第４

〈団委員会〉
5/25(金) 竹之内、大島、高木、山村、山中、円酒
次回 ６/29(金)20:00
あんさんぶる荻窪
〈団会議〉
6/2(土) リーダー：ＢＶＳ：大杉 ＣＳ：別役、山中
ＢＳ： 山中、宮崎 ＶＳ： 欠 ＲＳ：大島
団 委 員：竹之内、大島、高木、山村、山中
次回７/７(土) 18:00 あんさんぶる荻窪
〈団 ・育成会〉
７/７(土)・８(日)
おぎくぼセンター祭に屋台出店
お手伝いお願いいたします。
〈地区･東連〉
6/ ７(木) 地区円卓会議
セシオン杉並
6/10(日) 東連安全管理研修会 四谷地域センター
6/21(木) 地区委員会
セシオン杉並
6/28(木) 地区協議会
あんさんぶる荻窪

東京連盟の中長期計画が下記のとおり発表されました。

０５回指導者講習会に参加してきましたので報告致し
ます。（４月２２日、高円寺中央会議室にて）
参加者は杉並地区各団からの合計１７名、保護者を中心
に副長補、デンリーダーなどの方（８団からはＲＳ大島
陽介さん、ＢＶＳ篠田が参加）
、雰囲気は当初想定して
いた厳しい講義内容ではなく(？！)、非常に和やかな雰
囲気の中にも各講師の熱い語り、実習などから、充実の
一日でした。
内容は地区委員長による開講式に始まり、世界のスカウ
ト運動状況、青少年とスカウト運動のプログラム、成人
の役割、各参加者による自己紹介、最後に地区コミッシ
ョナーからの講義、質疑応答後、閉講式、解散という流
れでした。
感想としては、スカウト活動の歴史、理念、現状、今後
の課題などを理解することが出来る内容であり、保護
者、スカウト経験者ともに非常に効果のある講習会であ
ると思いました。また、少しでもこの活動に興味のある
かたは、今後この講習会に参加されるとより理解が深ま
るのでは？とも思いました。
最 後 に 関係 者の 方 に、 改 めて 御 礼申 し 上げ ます 。
ありがとうございました。ビ－バ－！

基本方針
より良いスカウティングをより多くの青少年に
重点目標
体を強くし 心をすこやかに

徳を養います

中・長期計画
１．団及び育成会の充実
（団委員長・育成会長の研究集会の実施）
２．スカウト達に頼られる成人指導者の育成
（地区ｺﾐｯｼｮﾅｰ・地区副ｺﾐｯｼｮﾅｰによる定型外訓練の充実）

３．連盟財政の長期安定
（財務委員会を中心として資金醸成を図る）
４．ＩＴ化の推進
（広報の充実、各申込書のダウンロードの活用）
５．国際交流の推進

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

（国際交流事業のさらなる推進）
以上を平成１９年度・２０年度に進めていく

広報担当 高木 誠
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