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<ビーバー隊>
活動報告
８/２３ 隊集会 デイキャンプ 小金井公園
小雨の降る中、ビーバーキャンプがスタートしました。
ノアの方舟ゲーム、雨の中の滑車、スイカ割り、スーパ
ーボールとヨーヨー釣りと元気よく遊びました。夕食
は牛乳パックのホットドッグに挑戦、おいしいクリーム
スープと一緒にいただきました。
大雨のため、残念ながら中途で切り上げることになり
ましたが、キャンプの楽しみを味わえました。
ビッグビーバーの二人が元気にカブ隊に上進するのが
楽しみです。

植田

石井

見学 1 名

今後の予定
９月１４日：隊集会 ユニセフ募金＆カントリー大作戦
ビッグビーバーの追い出し
９月２８日：上進・入隊式 ＆基本訓練

<カブ隊>
活動報告 ８/８－１１ 夏キャンプ 空の上の森「川和自然公園」１組横田、冨樫、定塚、２組川野、花井、篠田
１日目：貸切バスで群馬県上野村の川和自然公園へ
入隊したばかりのうさぎスカウト定塚君も元気にバスに乗
り込みました。車内は大クイズ大会。盛り上がるうちに車酔
いするヒマもなく（？）、バスは順調に到着。上野村自慢の
「スカイブリッジ」を渡って、勇躍キャンプ場に到着しました。
開村式では、隊長からキャンプのカブブックが渡され、キャ
ンプ中にクリアするよう指示が出ました。さあ大変？
午後は、工作「コースターの絵付けと完成」。皆、思い思い
の、自慢のコースターが出来上がりました。あいた時間は、
アスレチックで超盛り上がりました。コロコロのローラーすべ
り台とターザンロープは人気の的、デンリーダーさん、リーダ
ーや団委員も少年に戻ってとても楽しそうでした。
夜は「歓迎の火」、小さなファイヤーを囲んで、「夜の歌」を
歌ったり、各自のキャンプの抱負を発表しました。隊長の
「ズールー少年のテスト」のお話はちょっと怖かったかな？シ
ャワーを浴びて、みんなぐっすりお休みでした。この夜、１組
組長の横田君が、２週間のハバロフスクでのホームステイ
を終え、その足でキャンプ場に駆けつけてくれました。さす
が組長、皆うれしかったよ！
２日目：ホットドッグの朝食後、組ごとにハイキングに出発。
空の上の森をおりてのポイントめぐりです。
残念ながら昼食後、雷雨のため中止となりましたが、途中
のポイントでは地元の「猪豚」とご対面～～したりして、あの
猛暑のハイキング、きっと忘れられない思い出のひとつにな
ったことでしょう。夕方からはカブの夏祭りと称して、カブ
隊得意のメニュー「スーパーモリモリ汁」をみんなでつくりま
した。リーダーもおいしくいただきました。ありがとう！夜は
恒例のナイトゲームは雨のため中止、これまたちょっと残念
（？）。でも花火で楽しく過ごしました。
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３日目：午前は関東一の鍾乳洞 「不二洞」の探検。
鍾乳洞の中に長～～い螺旋階段まであるんだ。すご
かったね。
スカウトも大人も、迷子が出なくて、隊長も安心しまし
た。お昼は隊長のつくった冷やしたぬきうどん、あげだ
まは、長寿庵さん（峯副長）からの差し入れをたっぷり
入れておいしくいただきました。午後は、ついに来たー
ーーーーー川遊び！！！。関東一きれいな川の名に恥
じない清流「神流川」で川遊びとスイカ割りをしました。
水中スイカ割りはちょっと君たちには難しかったかな？
夕食は地元のインド料理、隠し味はもちろん昨日の昼
間見た、あの＜猪豚＞君だったけど、誰も分からなか
ったね。夜はキャンプファイヤー。なごりはつきねどの歌
詞のとおり、楽しい「円居（まどい）」はつづき、ファイヤ
ーが空の上の森のスカウト達を、いつまでもあかあかと
照らし出していました。スタンツも、１組も２組もとても
楽しく出来てよかったね。
４日目：閉村式ではついに最優秀組の発表。今回はし
かスカウトながら、川野君が常に組長としての自覚と
行動でりっぱに組をまとめ、組の皆がお互いに助け合
って、花井君も篠田君も楽しくそしてキリリと 活動でき
たため、２組が最優秀組に選ばれました。２組本当に
おめでとう！！
一方、１組も、横田組長を中心によく頑張って活動で
きました。組長が、新人の定塚君を一生懸命引っ張
り、それを冨樫君が支えて、組が日々結束してゆくの
が分かり、とても力強く、感心しました。最優秀組はと
れなかったけれど、キャンプ中の自分たちの活動には
誇りを持って欲しいと思います。このリーダーシップを讃
え、横田君は最優秀スカウトに選ばれました。本当に
おめでとう！！また定塚君は、慣れないスカウト活動
に飛び込んでも楽しく元気に活動できたので優秀新人
スカウトに選ばれました。おめでとう、よかったね！！
３泊４日のキャンプはあっという間でしたね。元気に参
加してくれたスカウトのみんな、本当にありがとう。
そして、冨樫さん、川野さんの両デンリーダーさんはじ
め、保護者ご父兄の方々、団関係者、団委員、隊リー
ダーの皆様、この貴重な貴重な夏の４日間を、スカウト
のためにご奉仕いただきましたことに、隊長としてただ
ただ感謝申し上げます。

<ボーイ隊>

今後の予定
９/14：隊集会 ユニセフ募金＆カントリー大作戦
保護者会 ＆ くまの追い出し
９/28：上進・入隊式 ＆基本訓練
10/ 5：組集会（募集イベント）
10/11－12：くまキャンプ （新くまスカウト） 大宮八幡スカウトの森
10/19：隊集会（地区行事 楽しい歌とゲームの教室 参加）

僕の後ろに道は出来る

活動報告
８/９～１２夏ｷｬﾝﾌﾟ 新潟県十日町
自分達で道を切り拓き、班ｻｲﾄを作り
ました。立ちかま、滑車、ﾊｲｷﾝｸﾞ、
ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔ、ﾄﾞﾗﾑ缶風呂と充実した

恒例の立ちかま作り

時間を過ごしました。十日町一団の

木登りして滑車!!

皆様、お世話になりました!!
９月の予定
7 日 保護者会（区民ｾﾝﾀｰ）
7 日･8 日

祭礼奉仕(白山神社)

14 日 ﾕﾆｾﾌ募金、上進章集会
28 日 上進入隊式
【夏ｷｬﾝ写真集】

ﾃｰﾏ 開 拓 !!

班ｻｲﾄ作り
ｾﾚﾓﾆｰ広場からﾌｧﾙｺﾝのｻｲﾄを望む
ﾊｲｷﾝｸﾞ 大池にて
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<ベンチャー隊>

〈団委員会〉

8/9

８月は休会

夏キャンプ準備
参加者 村木
8/15～17 夏キャンプ 谷川岳
参加者 村木、伊東
自然の厳しさ、雄大さを谷川岳の登山から学び取れたキャンプで
した。二人で励ましあい、助け合ってキャンプを成功させました。

〈団会議〉 9/6（土) 荻窪地域区民センター
BVS：枚田、篠田 CS：大杉、山中 BS：渡辺
VS：別役 RS：山中
団委員：竹之内、大島、高木、山村、山中
次回

団委員会 9/16 20:00～22:00 あんさんぶる荻窪
団会議

10/4（土）9:00～12:00

〈団・育成会〉
９/７．８

白山神社 清掃奉仕
（ご協力くださった皆さんお疲れさまでした。）

急勾配の岩場

谷川岳山頂にて

９/27

育成会総会 おぎくぼ地域区民センター

９/28

上進入隊式

10/ 4

杉九まつり

10/ 5

募集イベント 桃井原っぱ広場

10/18

おもしろえんにち(桃二) 滑車奉仕

10/19

天沼集会所まつり

11/ 2

友情交歓会（40 周年 日帰りイベント）

H21/1/10

９月予定

滑車奉仕

４０周年記念レセプション

〈東連 ・地区〉

隊会議 9/3、17

<ローバー隊>
活動報告

9/4

地区円卓会議

あんさんぶる荻窪

9/11

コミグループ合同会議

あんさんぶる荻窪

9/18

地区委員会

9/25

地区協議会・登録業務説明 あんさんぶる荻窪

10/16 地区登録審査

各隊奉仕 8/8－11 CS 隊夏キャンプ

あんさんぶる荻窪

あんさんぶる荻窪

10/19 「楽しい歌とゲームの教室」善福寺川緑地

8/23 BVS 隊デイキャンプ

10/26 ボーイスカウト講習会

今後の予定
９/６

上荻児童館

大宮八幡ｽｶｳﾄの森

11/29.30 地区指導者研修会セミナー

隊集会

秋川荘

友情交歓会のおしらせ
来る 11 月 2 日（日）に 8 団家族友情交歓会を 40 周年日帰りイベントとして開催します。
スカウト、兄弟、おとうさん、おかあさん、みんなで楽しめる企画がいっぱいです。
詳しいご案内は各御家庭にお送りします。

皆さんふるって参加しましょう！

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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