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<ビーバー隊>
活動報告 7/ 1(日)

隊集会 しぜんかんさつ

善福寺川緑地公園

三浦・篠田・石井

（７/15 隊集会 川遊びは台風のため中止）

8/25(土) 隊集会 デイキャンプ

小金井公園

三浦 篠田 石井

真夏のような残暑の１日。恒例のデイキャンプを行いました。うさぎスカウトと
そのご父兄も遊びに来てくれて、みんなでゲームや恒例のすいか割り・ヨーヨー
釣り・スーパーボールすくい・水鉄砲遊びなどで盛り上がりました。
夕食は自分で作った牛乳パックのホットドッグと隊で準備したシチューをおいし
くいただきました。隠し味（カニかまぼこ）はちょっと難しかったようですね。
お手伝いいただいたご父兄・団関係者の皆さん、ご協力本当にありがとうご
ざいました。
けものがり 全部集めたよー

スイカ割り そこだー たたけー

取 り放 題 ？

水鉄砲、水着にはかなわない？

石井君 7 才
キャンドルファイヤーも楽しくできました。

篠田君、２つめの小枝賞

♪燃えろ燃えろ～どんどと燃えろ～♪

おめでとう ビーバー！

美南ちゃん 11 才の誕生日

おめでとう ビーバー！
隊長からのプレゼントはなにかな？

今後の予定
9/16(日) 隊集会 カブスカウトと合同でユニセフ募金（荻窪駅周辺）とビッグビーバーの追い出し（上荻児童館）
9/30(日) 上進入隊式

<カブ隊>
活動報告
７/1(日) 組集会、保護者会
上荻児童館
7/15(日) 隊集会 上荻児童館
榎本、横田、川野、冨樫
今後の予定
9/16(日) 隊集会 スカウトの日活動 上荻児童館

なべしきの材料を

荷物をバトンに

切り出し中!!

リレー。 みんな

仕上げはキャンプ

荷物の重さに

で。

悪戦苦闘 !

9/22(土)、23(日)くまキャンプ 大宮八幡宮
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<カブ隊>
8/11(土)～14(火) 夏キャンプ

駒ヶ根キャンプセンター(長野県)

榎本、枚田、横田、川野、冨樫

千畳敷カールで

駒ケ岳をバックに、天気に恵まれたキャンプでした。

記念写真、みん

どのプログラムにもみんないっしょうけんめいで、有意義な

なりりしい顔にな

キャンプになりました。仲間同士助け合い、組としての団結

りました。

力もよりいっそう深まりました。

なべしきはうまくできたかな？ みんなで考えたスタンツ。

すがすがしい朝日のなか

大活躍の二人の DC

ラジオ体操。

とても面白かったよ！！

＜ボーイ隊＞
活動報告

7/8 GB 会議、スカウト訓練

8/2(木)～5(日) 夏キャンプ

年プロ会議

村

イーグル班１日目

中止）

地蔵山キャンプ場

ファルコン班 小野里、松本、稲垣

開

（7/21,22 班集会(１泊キャンプ)

式

イーグル班 稲垣（雄）、枚田、大杉、渡辺

スモーク開始

スモーク箱の製作

ファルコン班１日目

スモーク完成

今後の予定
9/6,7 白山神社祭礼奉仕
9/16 ユニセフ募金
9/22,23 GB キャンプ
イーグル完成

ファルコン完成
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<ベンチャー隊>

去る 7/31-8/1 にｽｶｳﾄ運動創始 100 周年
の応答日の朝日を見るﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを地
区で実施しました。8 団から村木君が
実行委員として参加、総勢 15 名で朝
日を見ることができました。
100 年に一度しかない記念の美しい朝日を見ること
ができた喜びをかみしめつつ、新たな新世紀の誓い
を立てました。

9 月予定
9 月 9 日(日)
30 日(日)

隊集会(PJT 報告)
上進･入隊式

<ローバー隊>
活動報告
7 月 14 日
7 月 21 日

夏キャンプについての話し合い
出席スカウト
赤坂、山中一樹
キャンプ安全祈願 出席スカウト 山中一樹

8 月 25 日(土)～26 日(日) 夏キャンプ
群馬県上信越高原国立公園六合村野反湖キャンプ場
スカウト ：赤坂、山中（一樹）吉田
リーダー ：大島隊長、山田副長

野反湖は周囲 12ｋｍ、標高 1500ｍに位置し、東京が
猛暑の中、たいへん涼しく、夜は長袖を着ていても寒
いくらいです。到着後、湖畔半周のハイキングに出発、
数々の高山植物を見ながらのハイキングはとても爽
快な気分になりました。スカウト 3 名、リーダー2 名
の総勢 5 名の参加でしたが、夜は火を囲んでゆっくり
語り合うこともでき、たいへん有意義なキャンプがで
きたと思います。

各隊奉仕
活動計画
9月 8日
9 月 30 日

山中(樹)

CS 隊

7 月 1 日組集会 7 月 15 日隊集会

隊集会 夏キャンプ反省会及び今後の活動について
上進入隊式
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〈団委員会〉
8/31(金) 竹之内、高木、山村、山中、円酒
次回 9/29(金)育成会総会終了後 引き続き 荻窪地域区民センター第１会議室
〈団会議〉
8 月は休会
9/１(土) 団会議
次回 10/６(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
9:00
あんさんぶる荻窪

〈団 ・育成会〉
9/１(土)

40 周年企画 合同分科会

４企画班計 23 名出席

荻窪地域区民センター

9/１(土)

キャンプ反省会(隊リーダー・団委員会・育成会合同）荻窪地域区民センター

9/７(金),8(土) 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。

9/29(土) 育成会総会 午前 9 時 30 分
9/30(日) 上進入隊式 午前 9 時 30 分

荻窪地域区民センター 第 1，2 会議室
上荻児童館

10/8(月) 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をつれてきて一緒に遊ぼう！！
10/20(土)

おもしろえんにち 滑車奉仕(桃２小)

11/ 4(日)

8 団日帰りイベント （和田堀公園・善福寺川緑地公園周辺開催予定）お楽しみ！

11/23(金)

寿楽荘奉仕

〈地区・東連〉
9/ 6(木)

地区円卓

9/20(木)

地区委員会

9/27(木)

地区協議会

10/21(日)

杉並地区 30 周年スカウトフェスティバル 桃井原っぱ広場
各団がブースを設けスカウトを遊ばせたり、団対抗でスカウト技能を競うゲームを行います。

スカウト・リーダー全員参加で楽しい一日を！！
10/28(日)

杉並地区指導者講習会 あんさんぶる荻窪

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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