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１０月２１日(日)桃井原っぱ広場

杉並区との共催行事として開催されたフェスティバルにはスカウト
関係者、一般参加者合わせて 5 百余名が参加し、年代別のゲーム
各団ブースのゲームなど楽しいプログラムがいっぱいでした。午後
から会議のため来日していたアジア太平洋地域(APR)のリーダー
約１８０名がフェスティバル見学に訪れ国際交流の場となり、国際
的大綱引き大会も行なわれました。APR リーダーとｽｶｳﾄ達も身振
り手振りでコミュニケーションをとるなど、とても良い体験をしまし
た。８団ブースの「ﾐｯｸｽｼﾞｭｰｽ味当て」ゲームはパキスタン、イン
ド、オーストラリアなどたくさんの APR リーダーにも好評を博しまし
た。（ジュースの味はｵﾚﾝｼﾞ、りんご、もも、ぶどう、ｶﾙﾋﾟｽでした。）

杉並８団発足４０周年記念イベント

育成会デイキャンプ＆友情交歓会
11 月 4 日(日) 秋晴れの一日、和田掘公園
バーベキュー広場を中心にポイントゲー
ム、お昼は美味しいトッピング付きカレー、
記念チーフデザインコンテストなど楽しさ
盛りだくさんの一日でした。
写真や詳しい内容は 12 月号に掲載します。
お楽しみに！

<ビーバー隊>
活動報告
10/8(月) 募集イベント参加

<カブ隊>
石井

雨の中、元気に参加しました。
バブロケット、吹き矢等で遊ん
だあと、おいしいマシュマロを
食べました。見学に来てくれ
た島津君は次のスカウトフェ
スティバルにも参加してくれる
ことになりました。

10/21（日） スカウトフェスティバル参加
石井、植田 見学者 島津
杉並中のスカウトが集まる
フェスティバルに参加しまし
た。少し疲れたけど、セレ
モニーではスカウトらしく
きっちりすることが出来ま
した。
11 月の予定
11/4 8 団日帰りイベントに参加
11/23 隊集会：寿楽荘奉仕&野外ミニキャンプ

活動報告
10/8(月) 募集イベント参加：雨の中、元気に活動しました
１組 横田、枚田、富樫 ２組：榎本、川野、篠田
10/21（日） 隊集会 スカウトフェスティバル参加
１組 横田、枚田、富樫、三浦（全員集合!!）
２組 榎本、川野、花井、篠田（全員集合!!）
午前のカブスカウト部門のゲームでは、他の団のスカウトと
３人１組になり、記号あわせ・ロープワーク、計測にチャレ
ンジしました。８団の川野君の入ったチームは３５チーム
中、見事２位をゲットしました。おめでとう！！
午後はＡＰＲの方々と記念撮影したりして交流、普段にはな
い貴重な体験となりました。

10/27 リーダー会議
11 月の予定
11/4 8 団日帰りイベントに参加
11/23 隊集会：寿楽荘奉仕&野外ミニキャンプ
野外料理は何かな？楽しみにしててネ！
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<ボーイ隊>
活動報告

<ベンチャー隊>
10/20 保護者会 あんさんぶる荻窪

10/21 杉並地区 30 周年記念ｽｶｳﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
ファルコン：小野里
イーグル：大杉、渡辺

10/21 スカウトフェスティバル 村木、稲垣
10/22 隊会議 荻窪会議室

村木、稲垣

11 月キャンプ日程決定、活動計画作成
11 月予定
APR の指導者とも交流 お互いの国の
担架ｹﾞｰﾑは 10 団中 2 位!!

11 月 6 日、20 日 隊会議
11 月 17 日、18 日カヌーキャンプ

「ちかい」を 理解しました。

11 月 23 日 寿楽荘奉仕

10/28 スカウト訓練(ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ､ｼﾙｺﾝ､ｿﾝｸﾞ､ﾈｯﾁﾃﾞｻﾞｲﾝ)
善福寺川緑地
イーグル：冨永、渡辺

<ローバー隊>
11/3
11 月の予定

隊集会

(おもしろ縁日) 10/20 桃２小
ｺﾝﾋﾞでﾛｰﾌﾟｹﾞｰﾑ!!

BS 隊の画伯達
ｼﾙｺﾝと歩測

11 月の予定
11/4
40 周年記念日帰りイベントハイク
11/10～11 ＢＳＡ
11/11 自転車ハイク
11/17～18 カヌーキャンプ
11/23
寿楽荘奉仕

Ｗ

Ｂ

研

修

所

杉並地区指導者講習会

「滑車とモンキーブリッジ」みんなおおよろこび！

ベンチャー課程
別役隊長 10/6-9 神奈川 10 期
山中野営場
カブ課程
大杉隊長 10/5-8 関東第 84 期
那須野営場
カブ隊
富樫 DL、川野 DL
10/28 あんさんぶる荻窪

スカウトの歴史や各隊の活動について等、幅広い内容
の講習会でした。中でも特に印象に残ったのは、『ス
カウティングの主役は、子供たちです。そして、子供
たちの活動を支えるためには、多くの大人の力が必要
なのです』という言葉でした。
私も、初めて子どもがビーバーの集会に参加してから
ずっと、いかに多くのリーダーの皆さんたちが見守っ
ていてくださるかということに、いつも感謝しており
ました。これからも多くのスカウトたちが、楽しく健
康で安全に活動できるよう に願っております。
カブ隊 １組 DL 富樫

講習会はスカウト活動の基本理念から、子どもを取り
巻く環境のグループディスカッションまでとても幅広
いものでした。大人の役割の重要性と自分の子どもを
スカウトに入団させていることの意義を再確認させて
頂きました。また、他団の方々と話しができて各団の
特徴などが分かり、非常に楽しかったです（他団の DL
は皆さん男性で驚きました！）スカウトは団が違って
も「仲間」だと感じることができました。この講習会
に参加する機会を与えてくださった８団の皆さまと関
係者の方々に心から感謝いたします！！
カブ隊 ２組 DL 川野

別役隊長、大杉隊長、川野 DL、富樫 DL お疲れさまでした。この成果をスカウトのために大いに発揮してください。
〈団委員会〉
10/26(金) 竹之内、高木、山中、円酒
次回 11/30(金) 20:00
あんさんぶる荻窪第２会議室
〈団会議〉
11/3(土) 団会議 リーダー：ＢＶＳ：枚田、篠田 ＣＳ：大杉、山中 ＢＳ：渡辺 ＶＳ：別役 ＲＳ：山中
団 委 員：竹之内、大島、高木、山村、山中
次回 12/１(土) 9:00
荻窪地域区民センター
皆様のご意見、ご感想をお待ちしております
〈団 ・育成会〉
11/23(金) 寿楽荘奉仕
9:50～12:00
mail：takesan@muj.biglobe.ne.jp
〈地区・東連〉
団委員長 竹之内 實 広報担当 高木 誠
11/ 1(木) 地区円卓
あんさんぶる荻窪
11/22(木)
地区委員会
12/ 1(土) 「未成年者飲酒喫煙防止キャンペーン」荻窪駅頭にて奉仕：(杉並区より地区に依頼)
12/ 2(日) 杉並地区成人指導者セミナー
あんさんぶる荻窪

-2-

