日本ボ ー イ ス カ ウ ト 東 京 連 盟
杉並第八団

－団報－

登録 No.15-14-01-008
[本部] 東京都杉並区本天沼 1-27-16
竹之内 實

[2008 年 4 月 10 日 発行]

第 302 号

菊章授章おめでとう

弥栄

菊章をとって

[mail]
[H P ]

takesan@muj.biglobe.ne.jp

http://www.sugi8.org/

お の さ と

かたる

小野里

談

僕は、カブスカウトの時からボーイスカウト活動を
始めて今までやってきました。 僕はボーイスカウト
で菊章を取るまでに、様々な苦労や経験をして来ま
した。その中には楽しい事も苦しい事もありました。
キャンプでの経験のほとんどは楽しいものでした。
仲間と一緒にいかだを作ったり、食事を作ったり、家を作ったり等々。
でも、雨や台風のときのキャンプや夏の猛暑の中での作業はとても辛か
ったです。 しかし、そういう経験をしたからこそこの菊賞を取る事が
出来たのだと今では思います。 一番思い出に残っているのは、やはり
日本ジャンボリーに参加出来た事です。 日本ジャンボリーでは、僕の
班の班長が菊章スカウトでした。 そしてその班長と、”僕も菊章を取る”
と約束しました。 今回、菊章を取る事が出来てあの時の班長にも感謝
しています。そして、僕がボーイスカウトで長い間お世話になった大島
隊長、山中隊長、渡辺隊長 そして８団のみんなに感謝しています。僕
はやっぱりキャンプが大好きなのでこれからもたくさんキャンプに行
きたいと思っています。

<ビーバー隊>
活動報告
3/ 2 隊集会

ロープ＆ゲーム 植田、石井

<カブ隊>
活動報告
3/2 組集会

枚田君、横田君、榎本君のくまスカ
ウト３人が、履修科目を完習しクリ
ア賞を授与されました。クリア賞は
隊長からデンリーダーに、デンリー
ダーから保護者に、そして保護者か
らスカウト本人に手渡されました。
３人ともよくがんばりました。
おめでとう、ｳｵｰ、ｳｵｰ、ｳｵｰ
そして彼らを支えてくれた保護者
の方、デンリーダーさんに心から感
謝いたします。

だんけつおどり

ロープでゲーム

区民センター第一集会室
１組 横田、枚田、富樫 ２組 榎本、花井

キャンプで歌う歌や簡単なゲ
ームをしたあと、スカウトの
基本であるロープに挑戦し
ました。５種類の結び方を練
習したあとロープを使ったゲ
ームをしました。

3/23 地区記念式典参加 石井
石井君が８団のＢＶＳ旗手としてリハーサルから本番、式典と長

記念キャンプでカブ隊でつくる「汁もの」を相談して決めました。その決め
た「汁もの」とは・・・残念ながら当日のお楽しみです・うひひ！！
スタンツは、ボーイスカウトらしく、地球環境問題を考えさせるような、実
に内容の濃い、そして楽しいものになりました。楽しみにしていてください。

3/23 地区３０周年記念式典参加 １組 横田、枚田、富樫
２組 榎本、川野、花井、篠田（全員集合）
みんなで元気に参加してき
ました。８団ではカブ隊から
横田君が旗手として壇上に
上がり、立派に大役をこなし
ました。ご苦労様。帰りは荻
窪まで歩いて帰りました。こ
れっぽち歩くのは余裕！？

い時間頑張りました。いつか小野里君のように表彰されるよう
に期待しています。

４月の予定
4/ ６隊集会
春のハイキング
4/20 隊集会
キャンプ準備

2 ページに続く
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<ボーイ隊>

1 ページより続く

<カブ隊>

活動報告
3/9 ＧＢ会議＆スカウト訓練 善福寺川緑地
イーグル班：菊地、渡辺、冨永
ファルコン班：小野里
・杉並地区から座標で指定された合同ハイクの
集合場所を地形図上で発見
・手旗訓練
・進歩チェック
3/16 杉並地区合同ハイク 地蔵山周辺
イーグル班：枚田､菊地､冨永､渡辺
ファルコン班：小野里、稲垣

開会ｾﾚﾓﾆｰの８団ｽｶｳﾄ

入賞班の弥栄

まだ眠そう

1 位:渡辺の班､2 位:枚田の班

４月の予定
4/6 組集会 隊集会のしらべもの
4/20 隊集会 ハイキング＝高水三山 （3/30 下見済み）

<ベンチャー隊>
3/10 隊会議 あんさんぶる荻窪 雪中キャンプ企画
出席者 村木、稲垣、伊東
3/18 隊会議 あんさんぶる荻窪 雪中ｷｬﾝﾌﾟ行程表作成
出席者 伊藤、村木
3/21 隊会議 あんさんぶる荻窪 雪中ｷｬﾝﾌﾟ備品表作成
出席者 村木、稲垣、伊東
3/23 杉並地区 30 周年記念式典奉仕 セシオン杉並
参加者 村木、伊東
3/28～3/30 雪中キャンプ PJT 谷川岳一の倉沢
参加者 村木、稲垣、伊東
強風、降雪と、厳しい環境を乗り越え、雪洞を製作しまし
た。過酷な 1 泊ｷｬﾝﾌﾟ PJT ﾒﾝﾊﾞｰ全員で成功させました。

3 位:冨永の班、賞品ｹﾞｯﾄ!!

８団は手旗のﾎﾟｲﾝﾄを担当。
どの団も手旗は練習不足？
←集合写真

3/20
3/23

団スキー
杉並地区 30 周年記念式典
イーグル班：枚田､菊地､冨永､渡辺､大杉
ファルコン班：小野里､松本､稲垣
小野里 菊章伝達式
4 月の予定
4/6 班集会 班キャン計画
4/26～27 ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄﾊｲｸ（三浦半島）
〈団委員会〉
3/28(金) 竹之内、大島、高木、山村、山中、山田、円酒
〈団会議〉
4/5(土) リーダー：ＢＶＳ：枚田、篠田 ＣＳ：大杉、山中
ＢＳ：渡辺 ＶＳ：別役、宮崎 ＲＳ：山中
団 委 員：竹之内、大島、高木、山村、山中

4 月予定
4 月 1 日、15 日 隊会議

<ローバー隊>
活動報告

３月１日

各隊奉仕

池田

隊集会

３/28～30 ＶＳ隊雪中キャンプ

今後の予定 ４月５日

隊集会

次回 団委員会 4/25(金) 20:00～22:00 あんさんぶるおぎくぼ
団会議 5/10(土) 9:00～12:00 荻窪地域区民ｾﾝﾀｰ
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”
5/18（日） 「親子で遊ぼうスカウト体験」イベント
６/７・８ あんさんぶる荻窪まつり
７/２６・２７ おぎくぼセンター祭
5/24 平成 20 年度日本連盟全国大会 兵庫県神戸市
〈東連 ・地区〉
4/3 地区円卓会議
本大会において竹之内団委員長が「かっこう章」を授章
4/17 地区委員会
されます。スカウト運動に対して永年のご奉仕ありがと
4/24 地区協議会（地区総会）
うございます。
７/25～29 東連サマーキャンフﾟ 2008
山中野営場
おめでとうございます。 弥栄
7/26～8/6 ワールドベンチャーキャンプ シカゴ USA
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