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〈育成会年次総会〉9 月 29 日(土)
荻窪地域区民センター

平成２０年度は BVS→CS２名、BS→ＶＳ２名、ＶＳ→ＲＳ３名
上進しました。各隊とも新隊長のもと、元気にスタートしまし
た。
ビッグビーバーの三浦君と
篠田君が無事カブスカウト
に上進しました。
三浦君・篠田君いつも元気
をありがとう！カブでもしっ
かり頑張れ ビーバー!!

三浦君・篠田君が、「やくそくとさだめ」を大きな声で述べ
てカブ隊に入隊しました。約束したことを忘れずに、元気
に活動していこう ウオーウオーウオー!!

冨樫ＤＬ

川野ＤＬ

山中副長

峯副長

笹井副長

大杉隊長

介

http://www.sugi8.org/

〈上進式入隊式〉9 月 30 日(日)
上荻児童館

平成 20 年度は 19 年 9 月～20 年 8 月の会計年度でスタ
ートしました。団委員には新たに阿出川氏が加わり今村
育成会長から委嘱状が手渡されました。なお山口、天野
両氏は 19 年度をもって退任されました。
またビーバー隊からローバー隊まで全隊の隊長が交替
し、各隊指導者は竹之内団委員長から任命状が手渡さ
れました。今年度は篠田氏が新たに隊指導者に加わり
ビーバー隊副長となりました。また儘田氏が久々にボー
イ隊副長に復帰し、より強力な指導者体制となりました。
その後各隊新隊長より杉並 8 団 40 周年記念活動年とな
る今年度の活発な活動計画の説明があり、団、育成会の
会計予算共々満場一致で承認されました。

リ ー ダ ー 紹

takesan@muj.biglobe.ne.jp

ベンチャー隊高島君が出席し立派に「ちかいとおきて」
の宣誓を行い、ローバー隊に入隊しました。

<カブ隊>
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山田副長
欠
(席 )

<ベンチャー隊>

山中隊長

宮崎副長

<ボーイ隊>

別役隊長

伊藤副長

儘田副長

渡辺隊長

篠田副長

笹井副長

枚田隊長

<ビーバー隊>

<ローバー隊>

<ビーバー隊>

<カブ隊>

活動報告
9/16（日）隊集会 三浦、篠田、石井
ユニセフ募金＆カントリー大作戦

活動報告
● 9/16 隊集会 スカウトの日活動 荻窪周辺、上荻児童館
ユニセフ募金、カントリー大作戦
榎本、枚田、横田、川野、冨樫、花井

みんなで大きな声で
がんばって募金活動を
しました。午後も、汗を
流して缶拾いをしました。

荻窪駅頭にて、カブスカウトのお兄さんたちと大
きな声で募金を呼びかけました。
ちょっとつらかったけど、ちょっぴり世界の恵まれな
いお友達のために役立つことができました。

カブに上進する三浦君と篠田君に大杉隊長から
「隊長手作りのネームプレート」とビーバーメダルが
プレゼントされました。

9/30(日)上進・入隊式 三浦、篠田
今後の予定

● 9/22,23 くまキャンプ 大宮八幡宮スカウトの森
榎本、枚田、横田

杉並 11 団と 13 団
の仲間と協力して
テントをたてたり、
料理をしたり、3 人
とも立派なくまス
カウトになりました。
● 9/30 隊集会
組わけ発表・デンリーダーさん発表に引き続き、組に分かれて
相談し、組長・次長が決まりました。
１組：組長 横田君 次長枚田君 ＤＬ冨樫さん
２組：組長 榎本君 次長花井君 ＤＬ川野さん
昼食後 集散、ソング、セレモニーなどの基本訓練を実施。
さらにゲームをしたり、組の「進歩壁掛け表」を作成する
など初日から盛りだくさんの隊集会となりました。

10/ 8(月)募集イベントに参加
10/21(日)スカウトフェスティバル

<ボーイ隊>
活動報告
9/7,8 白山神社祭礼奉仕
ファルコン：小野里、松本、稲垣（幸）
イーグル：大杉、冨永、渡辺
9/16 ユニセフ募金
ファルコン：稲垣（幸）
今後の予定
10/ 8 GB 会議及び スカウト訓練
手旗訓練及びゲーム
10/21 スカウトフェスティバル
10/21～28
カヌーキャンプ

<ローバー隊>
活動報告
9月8日

隊集会
夏キャンプ反省会及び副長補について
の話し合い
出席スカウト
赤坂、山中一樹
9 月 30 日
上進入隊式

今後の予定
10/8 午後 募集イベント参加
10/21 スカウトフェスティバル

<ベンチャー隊>
9/30 隊会議 上荻児童館

参加者 村木

今後の方針
プロジェクト立案

10 月予定
10 月 21 日(日)

スカウトフェスティバル

22 日(月) 隊会議
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《ユニセフ募金》
9 月 16 日荻窪駅西口で
行ったビーバー・カブ・
ボーイ隊の募金活動に
対して日本ユニセフ協
会からお礼状が届きま
した。
スカウトたちが頑張って
大きな声で人々に呼び
かけたおかげで 53,044
円もの貴重な募金を世
界のこ ども達のた めに
日本ユニセフ協会に託
すことが出来ました。
皆さんご苦労様でした。

〈団委員会〉
9/29(土) 竹之内、今村、高木、山村、山中、高島、土方、山田、広瀬、阿出川
次回 10/26(金) 19:00
〈団会議〉
10/6(土) 団会議
次回 1１/３(土)

荻窪地域区民センター第６集会室

リーダー：ＢＶＳ：枚田、篠田 ＣＳ：笹井、山中 ＢＳ：渡辺、儘田
団 委 員：竹之内、大島、高木、山村、山中
9:00
あんさんぶる荻窪第１会議室

ＶＳ：

ＲＳ：

〈団 ・育成会〉

10/8(月)

募集イベント「親子で遊ぼう」一日アウトドア体験

10/14(日)

本天沼集会所まつり 焼きそば、フランクフルト、ヨーヨーつりの模擬店出店

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で開催）みんなで参加しよう！

11/23(金)

寿楽荘奉仕

〈地区・東連〉
10/ 4(木)

地区円卓

10/14(日)

中間登録

10/25(木)

地区委員会

10/21(日)

あんさんぶる荻窪

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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