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2008 年 5 月 3 日～5 日
コニファーいわびつ
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４つの班新聞
どれもなかなかの出来栄え

上州パンダ榛名班

巨大紙飛行機
思ったより良く飛んだ！

8 団家族総勢 39 名が参加しました。
出発する時に降っていた雨もキャンプ場
に着いた時にはすっかり上がり、太陽の
祝福を受けて開村式を行うことが出来ま
した。その後スカウト 2 班、リーダー・
家族 2 班に分かれ早速、班名決め班旗作
成を行い宝探し、巨大紙飛行機飛ばしな
ど班対抗ゲームを楽しみました。２日目
は朝から晴天に恵まれ元気にハイキング
に出かけました。夕食は“ポットラック”
死神班
BVS,CS,BS,VS,喜洛亭･保護者･団委員そ
れぞれが料理やデザートを作りみんなお
腹いっぱい食べました。おいしかった！
キャンプファイヤーは“40”をテーマに
した各班の楽しいスタンツ、
“8 団ダンケ
ツ踊り”、団委員長の十八番“赤い靴”な
どで大いに盛り上がりました。最終日は
最優秀、優秀班、最優秀スカウトの表彰
式を行い、滞りなく閉村式を終えること
ZA タッチ班 が出来ました。
綿密な事前準備とプログラム運営に携わ
った企画スタッフの皆さん、そして美味
しい食事を作ってくださった「喜洛亭」
の伊藤さん、ありがとうございました。
スカウト、家族、リーダー、団委員と参
加したみんなが有意義なキャンプを楽し
む事が出来ました。
素晴らしい自然と
見晴らしの良い岩櫃城址で
コニファーいわびつの野営場に！
ﾊﾟﾉﾗﾏｽｹｯﾁうまくつながった
“ありがとう！弥栄、弥栄、弥栄！”
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<カブ隊>
活動報告

<ビーバー隊>
活動報告
4/ ６隊集会

植田、石井

春のハイキング

4/6 組集会 上荻児童館
１組 横田、枚田、富樫 ２組

川野、花井、篠田

隊集会で行く「高水三山」や「山を歩くときの注意」について調べ、模造紙
にまとめて発表しました。

4/20 隊集会 ハイキング＝高水三山
１組 枚田、富樫 ２組 榎本、川野、篠田
前日までは悪天候で登山道の状況が心配されましたが、若干のぬかるみ程
度はあったものの、予定通り高水山、岩茸石山、惣岳山の三山をハイクで
きました。また、岩茸石山山頂ではパノラマスケッチも楽しみました。
春暖かな天気の下、途中、アニメーションセンターに立ち寄りな
がら、荻窪駅から善福寺公園まで歩いてみました。公園では今
年最後の桜をスケッチしたあと、簡単なゲームをしました。二人
とも最後まで元気に遊ぶことが出来ました。

4/20 隊集会

キャンプ準備

植田、石井

事前にキャンプに持参するもちものを準備してもらい、キャンプ
の準備が出来ているか調べいました。少しづつ自分で出来るこ
とが増えるようにしていきたいと思います。今回参加できない
植田君にもキャンプの雰囲気を感じてもらえるようにキャンプの
歌、ゲームを経験してもらいました。

５月の活動・予定
5/18
募集イベント（団行事）

5/18

<ボーイ隊>
活動報告
4/6

<カブ隊>
5 月の活動・予定

班集会(区民センター)
イーグル班：枚田、冨永、渡辺
ファルコン班：小野里、稲垣(幸)

募集イベント（団行事）

******カブ隊夏キャンプ便り－第１号************
自然がいっぱいで、思い切り楽しく活動できる候補地を
いくつか下見中です。ご期待ください。
保護者・ご家族の見学、お手伝い参加も大歓迎です。
実施は８月８（金）－１１（月）の予定です。
年間計画から１日ずれているのでご注意ください。
******************************************

班キャン計画
青梅水の公園で実施予定

<ボーイ隊>
5/3～6 40 周年記念キャンプ
思い出に残る楽しいキャンプとなりました!!
4/26～27 オーバーナイトハイク
イーグル班：枚田、渡辺
ファルコン班：小野里、稲垣(幸)
26 日 23:25 京急津久井浜駅前の浅間神社に安全祈願
のお参りをして出発。山→街中→海浜公園→漁港
→砂浜、と変化に富んだコースで、全員無事に歩き
通しました。3:30 の休憩ではお弁当とｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙを
貪り食いました。

ﾎﾟｯﾄﾗｯｸで儘田副長より
ボーイ鍋の秘伝を学ぶ

<今後の予定>
5/18 班集会（野外料理メニュー、場所決め他）
5/25 野外料理
6/ 1 上進章集会（デンコーチ派遣予定）
岸壁で夜の海を眺める

砂浜は残念ながら雨
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〈団委員会〉
4/25(金) 竹之内、大島、高木、山村、山中、円酒
阿出川
〈団会議〉
5/10(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、山中
次回 団委員会 5/30(金) 20:00～22:00
団会議
6/14(土) 9:00～12:00
5/18（日） 「親子で遊ぼうスカウト体験」イベント
午後 1 時から 3 時
桃井原っぱ広場

<ベンチャー隊>
4/1

隊会議

あんさんぶる荻窪
村木、稲垣、伊藤
雪中キャンプ報告書作成
4/15 隊会議 あんさんぶる荻窪
村木、笹井
雪中キャンプ報告書作成
5/9 隊会議 あんさんぶる荻窪
村木、伊藤
夏キャンプ･年プロについて
5/14 隊会議 あんさんぶる荻窪

夏キャンプ･年プロについて

６月予定
６/４、６/18

６/７（土）・8（日）
荻窪ハーモニーまつり
７/２６（土）・２７（日） おぎくぼセンター祭

20:00～22:00
隊会議

今年もやきそば・フランクフルト・ヨーヨーつり
などの屋台で、おまつりに参加します。

<ローバー隊>

皆さん！お手伝い おねがいしまーす！

今後の予定 6/14

活動報告

〈東連 ・地区〉

5 月 24 日

5/8 地区円卓会議

5/3-5

あんさんぶる荻窪

４０周年記念キャンプ
隊集会

平成 20 年度日本連盟全国大会
兵庫県神戸市

5/15 ｺﾐｸﾞﾙｰﾌﾟ合同会議

本大会において竹之内団委員長が「かっこう章」を

5/22 地区委員会

授章されます。スカウト運動に対して永年のご奉仕

5/31 東京連盟総会
７/25～29 東連サマーキャンフﾟ 2008
7/26～8/6 ワールドベンチャーキャンプ
〈記念キャンプ〉

村木、伊藤

ありがとうございます。

山中野営場

おめでとうございます。 弥栄

シカゴ USA

それぞれの班と最優秀スカウトの表彰風景

団委員長とスカウト４人で点火

スカウツオウン

ポ ッ ト ラ ッ ク
ビーバーのフルーツポンチ

カブスーパーもりもりじる

８団伝統ボーイ鍋
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ローストポーク、筍ご飯、いなり寿司 と 盛りだくさん

