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素敵なデザインの記念チーフが
出来上がりました

杉並８団４０周年のはじまりです。
オープニングセレモニーは大島実行委員長の開会宣言と
竹之内団委員長の挨拶で始まり、その後チーフデザインコ
ンテストで優勝した、ビーバー隊の植田君とご家族にお祝
いのエールがおくられました。早速素敵なデザインの記念
チーフを全員で着用し、記念撮影をしました。40 周年の一
年間は８団全員この記念チーフを着用して活動します。
第２部は懇親ティーパーティーです。食べて、飲んでゲーム
をして楽しいひとときをすごしました。

ティーパーティーでは、ビンゴゲームでみんな燃えました

<ビーバー隊>
活動報告
1/13 40 周年ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ
石井、植田
1/20 隊集会「正月にちなんだ料理作り」石井

<カブ隊>
活動報告
1/13 組集会

正月遊びは福笑い作りに挑戦

２月の隊集会で使う「かぶと」づくり。

なかなかうまくいかないけどそ

強そうな金銀ギラギラのかぶとができました。

れもまた楽し！
まだ１月なので正月気分
をまだ味わいたい！とい

1/20 隊集会 スケート＆ゲーム
１組 横田 枚田 富樫 2 組 榎本 川野 花井 篠田
父兄 ：横田母、妹 富樫姉
(2 組全員集合）

うことでもちつきに挑戦
しました。自分で作ったも

午前は明治神宮スケート場でスケート、午後は代々木公園で

ちの味 は格別 ！ちょ っと

「しのびより」などのゲームを楽しみました。
スケートは杉並区の元体育指導員の池上さんにご指導いただき

食べすきたかな。

２月の予定
2/17 スカウト募集イベントに参加

ました。この日は池上さんのご友人の高橋さんが杉９小２年と

1/20 隊集会 防災体験にトライ 防災館見学

にも参加してもらい、一緒に楽しく活動しました。

3 本目の小枝章おめでとうビーバー！

４年のお子さんをスケートにつれて見えたので、午後のゲーム
[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
1/5～6 耐寒ｷｬﾝﾌﾟ（地蔵山野営場）
ｲｰｸﾞﾙ班：枚田､渡辺 上班：村木(VS)
調理台作りに挑戦!!

水満ﾀﾝのﾎﾟﾘﾀﾝを
乗せても大丈夫!!

早速調理台として活用。
あれば便利!!

２月の予定
2/ 3 組集会 上荻児童館 工作
2/24 隊集会 アスレチック ＤＥ 風雲地蔵山
お楽しみに

<ベンチャー隊>
1/8 隊会議 あんさんぶる荻窪
出席者 大杉、伊藤、村木
スキー計画
1/22 隊会議
出席者 大杉、村木

寒さにめげず、みんなよく頑張りました。
いつもｷｬﾝﾌﾟで便利な小物が作れるように
力をつけよう。
1/20

ＧＢ会議＆ｽｶｳﾄ訓練（善福寺川緑地）
･･･手旗訓練（地区合同ﾊｲｸに備えて）

2 月予定
2/5、2/19 隊会議
2/3 スキー 妙高高原杉の原スキー場
2/17 東京マラソン奉仕
自分の影で形を確認

バラバラ････

<ローバー隊>
活動報告

2 月の予定
2/2 菊章団面接（小野里）
2/10 ＧＢ会議＆ｽｶｳﾄ訓練（ＯＬ準備）
2/24 座標ＯＬ

各隊奉仕

1 月は奉仕実績無し

今後の予定

2月9日

隊集会

8 団スカウトＯＢでＲＳ隊長、ＢＶＳ隊長を歴任された 天野芳彦さんからメールのお便りをいただきました。
天野 ＠ 香港です。ご無沙汰しております。いつも団報をお送りいただき、ありがとうございます。
活動の様子をみながら、いろいろ思い出したりしております。スカウトの名前を見ながら、だんだん知っている名前
が上進し、減って行きます。うれしいようなさびしいような気がしております。
こちらへ赴任し、もう 3 年と 3 ヶ月近くになりました。
赴任当時の混乱、その後、中国の反日感情が露わになってのストなどの騒動、其の他毎日がめまぐるしくあっという
間に過ぎてしまいました。
香港では、かつて英国領だった名残もあり、ボーイスカウトの活動は盛んなようです。九龍尖沙咀（チムサチョイ）
から佐敦（ジョーダン）へ向う途中にあるホテル、ＢＰINTERNATIONAL HOUSE は、ＢＰ卿の名前を冠したホ
テルで、玄関ホールにはＢＰ卿写真、ボーイスカウトのマークが大きく掲げられています。ボーイスカウトの本部も
其の中にあり、需品部や訓練施設、会議室などもあります。郊外にはキャンプ場もあり、地図に載っています。
しかし、そんな風景を横目に見ながら香港の事務所と自宅の往復、そして
東莞の工場への出張毎日です。今年は、原油や金属等の素材の高騰があり
それに追い討ちをかけるように中国の人件費が上昇し、当社のような部品
メーカーかは苦しい戦いを強いられています。また、日本でのＪ－SOX 法
や新しい会計基準等への対応も此方に影響があり、忙しい日が続いておりま
す。どうも私の香港勤務は今しばらく続きそうです。
まだまだ寒さも厳しい頃と思います。どうぞご自愛ください。
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BP INTERNATIONL HOUSE の玄関ホール

平成 20 年度ウッドバッジ研修所開設日程（東京連盟開催分）
日

BVS

程

CS

BS

VS

団

125 日向

4/26(土）～4/29(火)

3/26(水)
21 三鷹

5/ 3（土）～5/ 5(月)
38 山中

5/ 3（土）～5/ 6(火)

121 山中
122 山中

9/20(土）～9/23(火)

126 山中

締切り
4/ 3(木)

18 日向

3/26(水)

19 日向

8/20(水)

〈団委員会〉

〈地区・東連〉

1/25(金) 竹之内、大島、高木、山村、山中

2/11(月) 地区リーダーの集い
築地本願寺和田堀廟所

土方、円酒、阿出川

2/16(土) 3/1(土)2(日)

〈団会議〉
2/2(土) リーダー：ＢＶＳ：枚田、篠田 ＣＳ：大杉、山中
ＢＳ：渡辺

ＶＳ：別役、宮崎

大宮八幡スカウトの森

ＲＳ：山中

2/21(木) 地区委員会

団 委 員：竹之内、大島、高木、山村

3/16(土) 杉並地区ＢＳ部門合同訓練

3/ 2(土) 9:00～12:00

地蔵山キャンプ場

〈団 ・育成会〉

3/23(日) 杉並地区 30 周年記念式典

2/17(日) スカウト募集イベント 上荻児童館

セシオン杉並

40 周年記念行事
3/20(春分の日) 8 団スキー

7/25～29 TOKYO2008 サマーキャンフﾟ
群馬県“たんばらスキーパーク”

5/３・４・５(ＧＷ) 記念キャンポリー 群馬県“コニファーいわびつ”

杉八団報

あんさんぶる荻窪

2/23・24 東連救急法講習会 小金井消防署

次回 団委員会 2/29(金) 20:00～22:00
団会議

19 年度臨時スカウトキャンプ研修会

杉八団報のルーツ「東京 288 団々報 No.１」

おかげさまで３００号
８団４０周年に各隊リーダー
はじめ皆様のご協力のおか
げで３００号の団報を
発行することが出来ました。
杉八団報の第１号はいつ頃
発行されたのだろうと探して
いたところ、「４０周年記念
誌」作成の参考に竹之内団
委員長から拝借した「１５周
年記念誌」になんと団報１
号が掲載されていました。
昭和 50 年２月
１５日発行の「東京 288 団々
報 NO.１」です。（右）
これからも各隊の活動記録
を中心に楽しい団報を発行
していきたいと思います。皆
様のご意見、アイデアをどし
どしお寄せください。
広報担当団委員
高木 誠
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山中野営場

