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あけましておめでとうございます

本年 1 月から来年 1 月まで杉並八団 (旧、東京 288 団) の発足 40 周年記念事業が展開されます。
1 月 13 日のオープニングセレモニーを皮切りに 3 月 20 日には団スキー、5 月 3・4・5 日には群馬県吾妻町
“コニファーいわびつ”での記念キャンポリー、各隊の夏キャンプ、友情交歓会、記念誌発行、記念品、タイ
ムカプセル・オープン、など楽しい企画が目白押しです。40 周年記念チーフも出来上がり、オープニングセ
レモニーから 2009 年 1 月の式典・レセプションまで「八団家族」全員が 1 年間このネッカチーフを着用して
40 周年を祝い、盛り上げましょう。
「四十にして迷わず」論語・孔子の人生訓の一節です。杉並八団に置き換えれば 40 年の歴史を創り上げた
先輩方の苦労・実績をしっかりと受け継ぎ、次の世代にバトンタッチする好機であると思います。“ちかいと
おきて”の精神をしっかりと受け止め、スカウト・育成会員・我々リーダーの三者が一丸となって「己の信じ
た道を行く」を実践しましょう。
子年の今年多くの仲間を増やしましょう。一人のスカウトが一人の友達を誘ってください。組や班がたくさ
ん出来ればスカウト活動はもっと面白くなります。
「班制度と進歩制度」がスカウト運動の大原則です。育成
会員の皆様も是非ご協力下さい。

「杉並八団家族」のみんなが元気で幸せな年でありますように･･･
団委員長
<ビーバー隊>
活動報告
12/16 隊集会 クリスマスリース作り
参加者 石井、島津(見学)、枚田(カブ隊)

弥栄
竹之内

實

<カブ隊>
活動報告
12/2 組集会

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）

午前中は室内でゲームを
した後、松渓公園に宝探し
とクリスマスリースに飾る
自然のものを探しに行き
ました。

レインボーブリッジの場所や長さ、高さなどを調べ絵を描きました。
午後からはクリスマスリー
ス作り。色々工夫をこらし
ながら皆とてもきれいに出
来たね。

1 月の予定
1/13 40 周年オープニングセレモニー
1/20 隊集会（料理作り）

12/17(土)隊集会

レインボーブリッジを踏破せよ

１組 横田、枚田、富樫 2 組：榎本、川野、
花井、篠田（全員集合） 父兄参加：富樫父、姉
お台場からレインボーブリッジを歩いて渡り、東京タワーをまわって
東京駅までの約１０キロを、クリスマスのイルミネーションを楽しみ
ながら全員が元気に歩ききりました！！また、途中で「ビーチフラ
ッグ、海賊船公園怖い顔、新幹線ガード下聴力検査」の３つのゲ
ームも楽しみました。
[２ページに続く]
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<ボーイ隊>

<カブ隊>

[１ページより続く]

活動報告
12/2 班長会議 ﾌｧﾙｺﾝ：小野里 ｲｰｸﾞﾙ：枚田
班集会準備(野外料理ﾒﾆｭｰ､耐寒ｷｬﾝﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
12/9 班集会
ｲｰｸﾞﾙ：枚田、冨永、渡辺
野外料理ﾒﾆｭｰ決め ｸﾗﾌﾄ(食器棚設計)
12/23 班集会
ﾌｧﾙｺﾝ：稲垣 ｲｰｸﾞﾙ：冨永、渡辺
食器棚設計図、ﾐﾆﾁｭｱ作成

海賊船公園 怖い顔選手権

レインボーブリッジをバックに

（勝利組の１組）

角縛り､すじかい縛りも大丈
夫?寸法決めに手間取り過ぎ
てﾐﾆﾁｭｱは未完成だったけ
ど、ｲﾒｰｼﾞは掴めた！！

12/31～1/1

篝火奉仕

夜のお台場ビーチフラッグ選手権

白山神社

１月の予定
1/13 組集会及び 40 周年オープニングセレモニー
1/20 隊集会 アイススケート 神宮スケート場

平成２０年、カブ隊はもっともっと楽しい活動をして
いきます。期待してください。
隊 長

BS 隊仕事納め&仕事始め

<ベンチャー隊>

寒さ､眠さにもめげず!!

12/11 隊会議 あんさんぶる荻窪
出席者 大杉、笹井、伊藤
冬季キャンプ計画 日程、献立、共同装備決定
12/18 隊会議
出席者 大杉、笹井、伊藤、村木、稲垣
備品整理、スキー計画
コンロ、ランタンの使い方を学びました。

1 月の予定
1/5～6 耐寒ｷｬﾝﾌﾟ(地蔵山野営場)
1/13
40 周年ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ
1/27
GB 会議･ｽｶｳﾄ訓練(ﾊｲｷﾝｸﾞ計画､ｷｬﾝﾌﾟ計画)

<ローバー隊>
活動報告

12 月１日 隊集会中止のため活動無し

各隊奉仕

12 月は奉仕無し

今後の予定

１月 日

1 月予定

1 月 8 日、22 日 隊会議

隊集会

〈団委員会〉
１2 月は休会（団委員長より書面にて地区委員会報告）
〈団会議〉
1/5(土) 団会議、団委員会合同開催
リーダー：ＢＶＳ：枚田、篠田 ＣＳ：大杉、山中 ＢＳ：－
ＶＳ：別役、宮崎 ＲＳ：山中
団 委 員：竹之内、大島、高木、山村、山中、土方、円酒
山田、広瀬
次回 団委員会 1/25(金) 20:00 あんさんぶる荻窪
団会議 2/2(土) 9:00 荻窪地域区民センター
〈団 ・育成会〉
12/8（土）40 周年実行委員会 予算他について
大島、竹之内、竹之内、高木、山村、山中(喜)
別役、山中(一)
1/13(日) ８団 40 周年オープニングセレモニー
14:00 セレモニー 15:00 懇親パーティー

〈地区・東連〉

12/１未成年者飲酒・喫煙防止キャンペーン
荻窪駅頭にて奉仕

竹之内、大島

12/2 地区指導者セミナー 杉並会館
1/10 地区円卓会議 あんさんぶる荻窪
1/14 20 年度登録業務説明会（東連、地区）
1/19 東連賀詞交歓会 アルカディア市ヶ谷
1/24 地区委員会・登録審査
1/31 地区協議会
2/11 地区リーダーの集い 築地本願寺和田堀廟所
2/23・24 東連救急法講習会 小金井消防署
7/25～29 TOKYO2008 サマーキャンフﾟ 山中野営場

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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