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<カブ隊> 
活動報告  
 
5/3～5/5   40 周年記念キャンプ（団行事） 
                   枚田、富樫、篠田 
5/18     募集イベント（団行事） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/1 組集会 
 
 
 
今後の予定 
6/15 隊集会・工作 上荻児童館 
 
7/6 組集会（保護者は夏キャンプ説明会） 
 
7/20 隊集会・夏キャンプの準備 
 
 

<ビーバー隊> 
活動報告 

5/3～5/5   40 周年記念キャンプ（団行事）石井 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/18     募集イベント（団行事）石井 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/1 隊集会 羽村市動物公園 植田、見学者 3 名 
       （活動内容は 7 月号で報告します） 
今後の予定 
6/15  隊集会  歌とゲーム 

40 周年記念キャンプに参

加しました。お兄さんスカ

ウトとの混成班に入り、キャ

ンプ場について早速の交

流ゲームでの紙飛行機飛

ばし、ナイトハイク、翌日の

ハイキング、そしてキャンプ

ファイアと盛りだくさんな

プログラムを最後まで楽し

むことができました。 

5/18（日） 「親子で遊ぼう一日アウトドア体験」 

   午後 1 時から 3 時   桃井原っぱ広場 

                   
子ども 41 名（28 家庭）が参加してくれました。 
ＢＶＳ隊集会(6 月 1 日)に見学希望３名が参加

し、一緒に羽村動物園に行きました。 
ＣＳ隊集会(6月15日)には 2～3名の見学者が

参加してくれる予定です。 
       

 祝 かっこう章 授章  弥栄 

心配していた天気も問題

なく、たくさんの親子連れ

が参加してくれました。次

回の見学にはボーイ隊の

富永さんが紹介してくれた

Ｆ君、Ｓ君、当日遊びに来

てくれたＨ兄弟が来てくれ

ることになりました。仲間

が増えるといいですね。 

夏キャンプ便り第２弾 

カブ隊の夏キャンプ〔８/８(金)～8/11(月)〕が決定し

ました！！群馬県上野村の川和（かわわ）自然公園です。

山あり・川あり・快適なバンガローありと三拍子揃った

キャンプ地です。 

家族参加も大歓迎です。詳しくは 7/6 の夏キャンプ説明

会で発表しますので楽しみにしていてください。 

 

5 月 24 日兵庫県神戸市で開催さ

れた平成２０年度日本連盟全国

大会において竹之内實団委員長

にかっこう章が贈呈されました。

かっこう章は日本におけるスカ

ウト運動に対し多年にわたり功

労のあった、連盟加盟員に対して

贈られる功労賞です。竹之内団委

員長は昭和５１年に BS 隊副長に

なって以来、BS 隊長、副団委員

長を歴任され、平成５年から８団

の第３代団委員長として豊かな

知識と経験を活かし、団運営や各 
隊のサポートにご尽力くださっています。また杉並地区では

地区協議会長の重責を果たされています。これからも私達ス

カウト、リーダーの先輩としてお手本として、スカウト運動

を続けてくださいますようお願いします。   （高木 記） 
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〈団委員会〉 

5/30(金) 竹之内、大島、高木、山村、山中、山田 

       円酒、土方、廣瀬 

〈団会議〉                                    

6/14(土) リーダー：ＢＶＳ：枚田  ＣＳ：山中（樹）  

        ＢＳ：渡辺  ＶＳ：別役、宮崎  ＲＳ：（山中（樹）） 

  団 委 員：竹之内、大島、高木、山村、山中 

次回 団委員会 6/27(金) 20:00～22:00 

                 あんさんぶる荻窪 

   団会議  7/5(土)  9:00～12:00  

                荻窪地域区民センター 

〈団・育成会〉 

７/20   夏キャンプ出発式  白山神社 

７/26・27 おぎくぼセンター祭 

今後の予定 

9/27    育成会総会 

9/28    上進入隊式  

10/5    募集イベント 

10/4       杉九まつり  滑車奉仕 
10/18      おもしろえんにち(桃二) 滑車奉仕 

 

<ローバー隊> 

活動報告  ５月は活動無し 

 

今後の予定 ６月１４日  隊集会 

 
６/７・８ 荻窪ハーモニー まつり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<ボーイ隊> 

活動報告 
5/3～5  40 周年記念キャンプ 

5/18  班集会 

    野外料理メニュー決め 

    イーグル班：渡辺 

    午後 募集イベント 

5/25  野外料理ならぬ屋内料理 

    場所：荻窪区民センター調理室 

    イーグル ：枚田、大杉、渡辺 

    ファルコン：稲垣 

一人 600 円の条件で「OK」で買物をして調理しました。 

<メニュー> 

 枚田･稲垣班：親子丼、ｱｽﾊﾟﾗﾍﾞｰｺﾝ、味噌汁 

 大杉･渡辺班：豚キムチ、ご飯、味噌汁 

 スカウト・リーダー一人ずつ卵焼き味競争 

どちらの班も普通に美味しく出来ていましたが、 

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾝｸﾞなﾒﾆｭｰに挑戦した枚田･稲垣班が優秀賞、 

卵焼きは渡辺が優秀賞に選ばれました。 

 

 

 

 

 

 

             

            左上 調理中 

            右上 豚キムチ うまそ～ 

            左  レシピの発表 

 

<今後の予定> 

6/1 午前 班集会 午後 ﾃﾞﾝｺｰﾁ派遣（上進章集会） 

6/15 班集会 

6/22 ﾊｲｷﾝｸﾞ(野帳) 

<ベンチャー隊> 

5/9  隊会議 あんさんぶる荻窪  村木、伊東 
              夏キャンプ企画 
5/14 隊会議 荻窪会議室  村木、伊東 
              夏キャンプ企画 
 

 6/4、6/18 隊会議 
 

6 月予定 

〈東連 ・地区〉  

6/5 地区円卓会議 セシオン杉並 

6/19 地区委員会  セシオン杉並 

6/22 ビーバー・カブ指導者 ゲームソング研究会 

6/26 地区協議会   高井戸地域区民センター 

7/6 または 13 スカウト救急法 （日程は決定次第通知） 

７/25～29 東連サマーキャンフﾟ 2008   山中野営場 

7/26～8/6 ワールドベンチャーキャンプ  シカゴ USA 

5/11 十日町 1団訪問  

タイムカプセルオープンについて協議 

 

 

 

 

 

 

BS 隊夏キャンプ候補地の下見も兼ねました。 

帰りに山古志村に寄り復興状況を見てきました。 

 

今年もﾖｰﾖｰつりｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙす

くいのｹﾞｰﾑ、やきそばｶｷ氷な

どの食べ物とも大好評。環境に

配慮したﾃﾞｨｯｼｭﾘﾕｰｽにも協力

しました。 ＢＳ隊は四川大地

震、ﾐｬﾝﾏｰｻｲｸﾛﾝ災害支援募金

活動も行いました。お手伝いし

てくださいました皆さんご協

力ありがとうございました。 


