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杉並区青少年表彰

平成 21 年度 表彰受章者

５月３０日杉並区商工会館講堂にて「杉並区青少年表彰」表彰式
が行われました。８団は永年の寿楽荘への奉仕が認められ団体表
彰を受けました。川野・花井（カブ）・枚田（ボーイ）・小野里
（ベンチャー）の４人のスカウトが各隊の代表として、山田区長
より表彰状と記念の盾を受け取りました。

今年度８団から県連表彰４名、地区表彰２名
の方々が、永年のスカウト活動奉仕に対し年
次総会の席上で表彰を受けました。これから
もスカウトのためによろしくお願いします。

おめでとうございます。弥栄！

東京連盟年次総会で
県連有効章を受章す
る大島副団委員長

県連表彰：県連有効章 （4 名）
山中一郎ＲＳ隊長
大島正和副団委員長
阿出川尚団委員
山中喜美子育成会副会長

地区表彰：（2 名）
地区表彰状
儘田哲夫ＢＳ隊副長
地区有効記念章 大杉政一 CＳ隊長

<ビーバー隊>
活動報告
５/10 入団、入隊式 桃井原っぱ広場
島津君（小２）がビーバー隊の仲間になりました。
竹之内団委員長から入団許可証が授与されたあと
「やくそくときまり」をしっかりと述べ、晴れて
８団ビーバースカウトになりました。
これからもみんなで元気に楽しく活動していきまし
ょう。
「ぼくはみんなとなかよくします・ビーバー隊の決まりを守ります」
島津くん おめでとうビ-バー！！
５/10 親子で遊ぼう！桃井原っぱ広場（団行事）
参加スカウト 平塚、塩澤、佐藤、島津
春の親子で遊ぼう！イベントに参加しました。
当日は天候にも恵まれ、たくさんの親子連れが参加
一緒にバブロケット、ダンスダンスダンス、風船割
りなどのゲームで遊び、マシュマロクラッカーを楽
しみました。
足につけた白い風船、最後まで割れない
で最後まで残ったのはだれかな？

ボーイ隊のお兄さんに「紙ひこう
き」の折り方をおそわりました。

６月の活動予定
６/１４ 工作、ゲーム 上荻児童館
６/２１ 料理教室
西荻区民センター

5/１７「少し遠くにでかけよう～府中郷土の森」
当日 悪天候のため、中止となりました。残念！
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活動報告

<カブ隊>
活動報告

5/16～17 ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄﾊｲｸ
ｲｰｸﾞﾙ班：渡辺、冨永、横田 ﾌｧﾙｺﾝ班：枚田

5/10 午前：組集会 隊集会の地下鉄ラリーの準備
午後：募集イベント参加

<ボーイ隊>

5/17 隊集会：地下鉄ラリー
１組 川野、石井 ２組

花井、篠田、冨樫

前夜の雨もあがり、組で決めた作戦にしたがって出発。
なるべく多くの地下鉄路線と駅をまわり、さらに得点の
稼げるスーパーポイント（恵比寿像、渋谷のモヤイ像、
国会議事堂、国技館、東京ドームなど）をまわって蚕糸
の森公園に決められた時間内にゴールするというラリ
左:雨の雷門前をｽﾀｰﾄ!!
右上:日本橋三越前
右下:大手町将門塚にて
未明 2:30 から降り始めた雨によく耐え 5:30 まで
歩き、京王線代田橋駅で電車に乗りました。炊き出し
のｼﾁｭｰがとても美味しかったです。ご馳走様でした！

ーを行いました。
結果は、１９ポイント差で２組の勝利！！
１組も当初の計画をクリアする健闘ぶりは見事でした
が、２組はラリーをしながら、もともと回らない予定だ
った「早稲田大学正門」もカバー、結果的にはここでゲ

5/30～31 春ｷｬﾝﾌﾟ（逆沢）
ｲｰｸﾞﾙ班：横田 ﾌｧﾙｺﾝ班：枚田
雨のｷｬﾝﾌﾟとなりました。小学生 2 名でｷｬﾝﾌﾟの基本
動作の訓練を行いました。幸い活動中は雨具も要らな
いほどの小雨で、初めての割にはしっかりとした
「たちかま」を作ることができました。２日目は金剛
の滝を見に行き、午後の雷雨を避けるべく早めに徹営
を行いました。

設営。快適な班ｻｲﾄに
なりました。

たちかま設計図の確認

ットした２０点が勝利につながりました。
当日、柔軟にコース取りを変更することによる見事な勝
利でした。おめでとう。

今後の予定
6/ 7
組集会 工作
6/21
隊集会 工作
（どちらも、夏キャンプで遊ぶ道具作り)
7/５
組集会・保護者会（夏キャンプの説明会）
7/19
隊集会 夏キャンプの準備
8/7-10 夏キャンプ 名栗渓谷

<ベンチャー隊>
5/7

隊会議

あんさんぶる荻窪

VS 章挑戦キャンプ計画(小野里)
たちかま作り

7NV プログラム再検討(枚田)

仲良く料理

残念ながら日程、ニーズに合わず参加断念
金剛の滝にて
今後の予定
6/21 班集会
7/ 4 隊集会

夏キャンプ企画(笹井)
5/９-10 VS 章挑戦キャンプ(小野里) 鎌倉
5/14 隊会議 あんさんぶる荻窪
VS 章挑戦キャンプ報告書作成(小野里)
夏キャンプ企画(枚田)

＜ローバー隊＞

６月予定

６月の予定

6/6、18 隊会議

６月６日 隊集会
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〈団委員会〉 5/29(金) あんさんぶる荻窪

ウッドバッジ研修に参加して

竹之内、大島、山村、山中、広瀬
次回 6 月団委員会は議事録をもって報告し、会議は
流会とします。
〈団会議〉 6/13（土)

荻窪地域区民センター

BVS：篠田 CS：大杉 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
次回 団会議 7/4（土） 9:00～12:00
場所 荻窪地域区民センター
〈団・育成会〉
６/６(土)・７(日) 「第４回荻窪ハーモニーまつり」 に出店

ビーバー隊 隊長 篠田 明人
５月３日～６日まで、日本連盟山中野営場で開催された、
ウッドバッジ研修所ビーバースカウト課程東京３９期に
参加しました。
参加者は東京地区を中心に２８名（東京２４、埼玉２、
長野１、山梨１）所員は仁林所長含め１２名、合計４０
名の仲間達とともに４日間にわたる野営生活を通じて、
ボーイスカウト活動の原理とビ-バースカウトの特徴あ
る方法について学ぶことができました。また、研修後半
はあいにくの悪天候となりましたが、グループメンバー
と自然を楽しむ (?!) 貴重な体験もできました。
「字を書き汗をかき恥をかく」という所長による開所式
のメッセージから研修開始、同じ志を持った仲間ととも
に体験を通じて、
1) スカウト運動の目的、原理方法
2)プログラムと活動のプロセス
3)スカウトの訓練、隊の運営の基本的方法
を理解、あらためて指導者の役割り、責務と継続的な研
鑽の必要性を認識することができました。これらの学び、
気づきは今後の活動に必ずプラスになると信じ、スカウ
ト活動を楽しんでいきたいと思います。最後に今回の貴
重な機会を与えて頂いた、団、地区、連盟関係者の方々
に改めてお礼申し上げます。ビーバー ！！

おかげさまで大盛況でした。 育成会、リーダー、団委員
の皆さん 2 日間ありがとうございました。

７/１８(土)・１９(日) 「荻窪センターまつり」に出店

皆さん！引き続きご協力をよろしくお願いします！
〈東連 ・地区〉

新地区名称

「あすなろ地区」に決定！

第 7 回日本ベンチャー2009 は新型インフルエンザ
流行のため残念ながら中止となりました
前から２列目、左から３番目が篠田隊長

６/４ 地区円卓会議

（セシオン杉並）

６/11 地区コミグループ会議（あんさんぶる荻窪）
６/13～14

東京連盟主催「スカウトキャンプ研修会」
杉並地区から 7 名参加（日向野営場）

６/17 地区委員会

（セシオン杉並）

６/18 地区再編成実行委員会（セシオン杉並）
６/25 地区協議会

（西荻センター）

６/26 地区再編成相談役会 （高井戸センター）

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております

６/28 ソング・ゲーム研究会（杉並会館）
７/4・5 スカウト救急法講習会（荻窪消防署他）
７/24～28

mail：takesan@muj.biglobe.ne.jp

２００９サマーキャンプ （山中野営場）

団委員長 竹之内 實 広報担当 高木 誠
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