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〈育成会年次総会〉
9 月 27 日(土)

荻窪地域区民センター

今村育成会長が議長となり議事進行し、20 年度の
活動、決算、21 年度の活動計画、予算の報告発表

takesan@muj.biglobe.ne.jp
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〈上進式入隊式〉
9 月 28 日(日)
上荻児童館
カブスカウトの「開会の言葉」の後、新しい仲間二人の入団式が
行われました。続いて BVS→CS 2 名 CS→BS 2 名 BS→VS 3 名
VS→RS 1 名の上進式、リーダー紹介の後、新入団の 2 名を加え
て各隊入隊式が行われ、元気に新年度をスタートしました。

があり、満場一致で承認されました。
本総会をもって退任された、笹井ＢＶＳ副長、峯
ＣＳ副長、土方団委員に感謝状が贈られました。
永年の奉仕お疲れさまでした。これからも 8 団の
仲間としてよろしく！
入団式 平塚さん

また伊藤氏はＢＳ隊副長から団委員に役務変更と

定塚君 入団おめでとう！

なりました。

ビーバー隊「やくそくときまり」

カブ隊 「やくそくとさだめ」

ボーイ隊 「ちかいとおきて」 ベンチャー隊

<ビーバー隊>
活動報告
9/14 隊集会 ユニセフ募金＆カントリー大作戦＆ビッグビーバー送別会
石井,植田,見学者１名
カブスカウトと一緒に恒例のユニセフ募金を行いました。少し疲れましたが、大きな声で募金活動をすることが
できました。一方カントリー大作戦は大張りきりで町の清掃に取り組み。杉並の街が以前と比べて随分きれいに
なったことを再発見！昼食のあと、ビッグビーバーの追い出しパーティー。少し贅沢なおやつが出て大満足。
ビーバースカウト最後の活動を楽しみました。

9/28 上進・入隊式 石井,植田,平塚
ビッグビーバーが無事上進しました。カブスカウトの「やくそく
とさだめ」も皆の前で立派に言えました。ますますスカウト活
動楽しくなってきますので元気に頑張ってほしいと思います。
本日、平塚楓ちゃんが８団初の女子スカウトとして正式に入団
しました。皆さんこれからよろしくお願いします。

10 月の予定
10/13 募集イベント参加
10/19 楽しい歌とゲームの教室参加
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<カブ隊>
活動報告
9/14 隊集会 ユニセフ募金＆カントリー大作戦
参加：１組 横田、冨樫、定塚 ２組：川野、花井、篠田
午前はビーバー隊と一緒に荻窪駅でユニセフ募金、午後は隊で荻窪
駅周辺の空き缶などを拾う奉仕活動を行いました。募金は結構大変
だったけど、皆大きな声で募金を呼びかけ、立派な成果をあげまし
た。また午後は全部で８０ほどの缶・ビン・ペットボトルをゲット、日ご
ろお世話になっている荻窪の街をきれいにして、恩返しをしました。
お昼はビーバーと一緒に児童館でたのしくいただきました。その後、
くまスカウトはボーイ隊渡辺隊長の指導の下に上進章集会に参加、
２人とも無事これをクリアできました。渡辺隊長、ありがとうございま
した。他のスカウトはその間に、記念の寄せ書きを作成をし、もどった
くまの追い出しを行いました。追い出しでは、年に一度（？）のデラッ
クスなケーキを楽しみました。
さらにこの間には、新年度に向けた保護者会を実施、隊長からスカウトの組み分け発表とプログラムの説明が行われ、保護者の皆さん
ご相談の上、デンリーダーさんをお決めいただきました。新年度は石井さん（母）と花井さん（父）がデンリーダーさんをお引き受けくださ
いました。一年間、どうぞよろしくお願いいたします。また、一年間デンリーダーさんとしてスカウトに奉仕してくださった川野さん（母）、
冨樫さん（母）、本当にありがとうございました。これからもどうぞご支援・ご協力をお願いいたします。
この日は、さらにその後、夏キャンプのビデオ上映もあり、密度の濃い、超ハードな一日となりました。 皆さん、一日お疲れ様でした。

9/28 上進・入隊式
カブ隊から横田達也君、枚田尚樹君の２名が、立派にボーイ隊に上進しました。早くボーイの制服
に馴染んで、ボーイ隊でもその個性を発揮して元気に活動してください。そして２人がデンコーチと
してカブ隊に、後輩の面倒を見に来てくれる日を、隊長以下、心待ちにしています。また、ビーバー
隊から石井俊寛君、植田幸太君がカブ隊へ上進してきました。仮入隊ですでに活動してきた定塚一
真君とともに入隊式を行い、３人とも立派にカブ隊の「やくそくとさだめ」を隊旗に誓い新しいカブ
の仲間になりました。約束したことを忘れずに、これから元気に、仲良く一緒に活動していこう！！
午後は、基本訓練でカブ隊の基本を教わり、その後ロープを使ったゲームで皆で盛り上がりました。

今後の予定
10/11～12 くまキャンプ 大宮八幡スカウトの森
８団から３名、１１団から８名のクマスカウトが参加予定
10/13
募集イベント参加
10/19
隊集会 「楽しい歌とゲームの教室」参加後
簡単な隊活動を行う予定

<ボーイ隊>

<ベンチャー隊>

活動報告

9/3

9/7･8 祭礼奉仕（白山神社）
7 日 冨永、渡辺
8 日 松本、渡辺
9/28 上進入隊式
隊集会（原っぱ広場）
ﾌｧﾙｺﾝ班：松本、枚田
ｲｰｸﾞﾙ班：横田
初級進級のためのﾛｰﾌﾟﾜｰｸ習得、体を使った計測。

隊会議 あんさんぶる荻窪
出席者：村木
隊会議 あんさんぶる荻窪
出席者：村木
上進、入隊式
出席者：村木、枚田

9/17
9/28

10 月予定
隊会議

10/3、20

10/4、5 東京連盟スカウトフォーラム
10/19 カヌーキャンプ下見

<ローバー隊>
まずは教わって
<今後の予定>
10/12 班集会
10/25～26 ｶﾇｰｷｬﾝﾌﾟ

自力で挑戦!!

活動報告
9/6

隊集会 山中、赤坂、井川、池田

今後の予定
10/4 隊集会
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〈団委員会〉 9/16 あんさんぶる荻窪

友情交歓会「ハチリンピック」のおしらせ

竹之内、大島、高木、山村、山中､阿出川

11 月 2 日（日）桃二小体育館で「ハチリンピック」を

〈団会議〉 10/４（土) 荻窪地域区民センター

40 周年日帰りイベントとして開催します。

BVS：篠田 CS：大杉、山中 BS：渡辺

スカウト、兄弟、おとうさん、おかあさん、みんなで

VS：別役 RS：山中

気持ちの良い汗をかき、楽しみましょう。

団委員：竹之内、大島、高木、山村、山中

皆さんふるって参加しましょう！

次回 団委員会 10/24(金)20:00～22:00
あんさんぶる荻窪
団会議

11/１(土）9:00～12:00
荻窪地域区民センター

〈東連 ・地区〉
10/2

地区円卓会議

あんさんぶる荻窪

10/9

地区コミグループ会議

あんさんぶる荻窪

10/16 地区中間登録審査

〈団・育成会〉

10/ 4

杉九まつり

滑車奉仕

10/13

募集イベント

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

４０周年記念レセプション

桃井原っぱ広場

セシオン杉並

10/19 「楽しい歌とゲームの教室」善福寺川緑地
10/23

地区委員会

高井戸地域区民センター

10/26 ボーイスカウト講習会
大宮八幡スカウトの森
11/15･16 第 42 回ローバースカウト 100 ㌔ハイク
11/21～23 日米秋季キャンポリー
米国空軍多摩ﾚｸﾚｰｼｮﾝ施設
11/29･30 地区指導者研修会セミナー

秋川荘

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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