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<ビーバー隊> 8 月 22 日 【ビーバーのキャンプ！】

takesan@muj.biglobe.ne.jp

http://www.sugi8.org/

平塚、塩澤、島津、江澤、佐藤（全員集合！） 小金井公園

ビーバー隊活動の総仕上げ『デイキャンプ』を行いました。総勢２３名による開会セレモニーからスタート。身支度レース、ミ
クロの世界、暗夜行路、スイカ割り、ヨーヨーつり、スーパーボールすくいで盛りあがり、夕食はホットドッグとクリームシチュ
ー。シチューは美味しすぎて３杯おかわりと隠し味的中のスカウトも！ 夜はキャンドルファイヤーも楽しみ、『デイキャンプ』
を満喫しました。
最後にご奉仕頂きました団関係者の皆様、ありがとうございました。

身支度レース
こえだ章受章で隊長と記念写真
塩澤君 おめでとうビーバー！！

ながーい 暗夜行路でした

キャンプファイヤー 大きな声でうたって、おどって！

デイキャンプ恒例のスイカ割りとヨーヨー釣り
９月の活動予定
13 日 ユニセフ募金＆カントリー大作戦（荻窪駅周辺）
ビックビーバー追い出し （上荻児童館）
27 日 上進入隊式、基本訓練
（上荻児童館）

<カブ隊> 活動報告夏キャンプ
8/7（金）スカウト４人（冨樫・篠田・定塚・石井 井荻駅集合。）
西武線で飯能駅へ。飯能からは予定より１時間早いバスでキャンプ場最寄の
「名郷（なごう」へ。（１時間早かったおかげで、行きは雨に降られずにすみまし
た。）車中は「到着時間あて」と「すれ違うバスの数あて」のクイズで盛り上がり
ました。キャンプ場到着、昼食。午後は雨でしたが、バンガロー脇の東屋で、無
事ハンガーつくりと芋版つくりの工作を楽しむことが出来ました。
夕刻、川野・花井の両組長が到着。ナイトゲーム「夜の猛獣狩」では、白岩渓流
園キャンプ場の夜の闇にスカウトの＜ドンドコ ドンンドコ ドン＞のあの雄叫び
とともに、隊集会で作った竹製の弓矢で、闇夜に浮かび上がる６種類の猛獣を
次々に倒してゆきました。
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8/8（土）午前は前日の午後の大雨もあがり、まずまずの好天になり、元気一杯に正丸峠
から伊豆ケ岳往復のハイキングと小高山でのパノラマスケッチを楽しみました。ハイキン
グ中は、大島副団委員長の発声で「クイカイマニマニ」などの歌を歌いながら登り・下りを
踏破してゆきました。お昼は山頂で＜のり弁＞。キャンプ場に帰り着くと、ちょうど２組の
植田君も到着。これで参加スカウト全員がそろいました。午後はキャンプ場でいよいよ組
ごとにペットボトルのいかだ作りを行いました。隊集会で考えた設計図をもとにペットボト
ルをガムテープやビニールテープなどでつなぎ、ベニヤ板に貼り付けてゆきます。出来た
組からバンガローのそばの川で進水式を行い、改善を加えて行きました。この日のナイト
ゲームは「肝試し」。竹之内団委員長の夜話がじっくりと心に沁み込んだ後、リーダーの
指示で１人、また１人と名栗の暗闇にスカウトが吸い込まれてゆきました。（本当に真っ暗
で怖かったです。団委員長のお話も。）
8/9（日）午前は川でペットボトルいかだをつかった救出ゲーム。いかだで川を漂流するデンリーダーさんやスカウトを、仲間がもやい結びに
したスカウトロープを投げて手繰りよせて救出します。もやい結びももどかしく投げつけますが、なかなか投げるロープがいかだに届きませ
ん。とどいたと思ったら、投げたほうのロープを離してしまったりして悪戦苦闘。２つに分解するいかだも現れて大騒ぎになりましたが、何とか
全員が救出されました。さすが８団カブ隊！！ 昼食は、スカウトが中心になってやきそばづくり。麺・キャベツ・モヤシの基本食材のほかに
何が食べられるかは、リーダーが川で流した食材カード（目隠しカード）を奪い合っての熾烈な生き残りゲームにかかっています。フランクフ
ルト、豚肉、とうもろこしなどの食材カード以外にも、「大盛り券」「分捕り券」などのお得なカードもあれば「残念、ハズレ」などの券もあり、一
喜一憂。でもどちらの組も組長が料理の分担を指示し、火おこし・食材切り・盛り付けなどを要領よくこなして、美味しいやきそばができあが
りアツアツの自分たちの味を堪能していました。楽しい野外料理となりました。午後はサプライズ企画のプラネタリウム観賞。キャンプ中、夜
はあいにくの雨で星空が見られなかった分、プラネタリウムで約１時間、夏の星座を思う存分観賞することが出来ました。また、琴座にまつ
わるオルフェウスとエヴリディーチェの悲しい神話にも皆、真剣に聞き入っていました。
夜はキャンプのハイライト、キャンプファイヤー。今回で最後の夏キャンプとなる川野・花井・冨樫の３人のくまスカウトがトーチで点火した炎
はあかあかと渓谷の闇を照らし出し、いつものように山中副長のキャンプファイヤーの歌で開始となりました。カブ隊定番・山中副長の［山賊
の歌」、「アブラハム」「猛獣狩り」に「団結おどり」、「シュウマイジャンケン」で盛り上がりながら、１組・２組が楽しいスタンツを披露。また、団
委員からは竹之内団委員長の十八番「赤いくつ」、大島副団委員長の十八番「弁慶」や高木副団委員長の「ひとりのぞうさん」など、楽しい
パフォーマンスも続き、あっという間の１時間でした。

8/10（月）早朝、前日のファイヤー終了後から降り続く雨と、悪化する気象情報をもとに隊長
が、早期に全員がリーダー及び川野さん（母）の車の計４台で荻窪へ帰ることを決断。全員がこ
の決断に従って撤収のための作業に入りました。スカウトは隊長と山中副長の指導で、急造の
モーニングゲーム「いかだのリサイクル」で、いかだを解体。ペットボトルをつぶしてリサイクル
できる形にし、降りしきる小雨の中、のこぎりで小さくカットしたベニヤ板と一緒に車へと運搬し
ました。その後の僅かな時間を使って「夏キャンプカブブック」の残りを仕上げ、各バンガローで
カブソングの練習をしながら、隊長からの出発指示を待ちます。その一方では笹井副長、山中
団委員、高木副団委員長を中心に川野さん（母）、植田さん（母）、篠田ＢＶS 隊長のご協力をい
ただき、お昼用の弁当（おにぎ）つくり、分乗の計画、什器・備品の撤収、ゴミの整理、キャンプ
場の清算などを整然と分業でこなし、１１：００過ぎには出発準備が整いました。このあと、全員
でお世話になったキャンプ場にお礼のエールを送り、車で荻窪へ向け出発、車中でお弁当の
おにぎりとおやつのあめをいただきながら、全車が１４：３０頃、無事にあんさんぶる荻窪に到
着。閉会セレモニー後解散し、出迎えの保護者とともに自宅へと帰りました。

隊長のひとこと：
悪天候のため急遽変更したスケジュールにも関わらず、スカウトが自分たちの出
来る方法で撤収（そしてリサイクル）に貢献することが出来ました。また、隊リーダ
ー・団委員・保護者の方々が細かい点をコミュニケーションをとりながら完璧なチ
ームワークを持って、雨中で全員の無事な撤収が出来たことは隊長として感謝に
絶えません。まさしく８団家族のチームワークと実力の現れと思いました！！
今後の予定
９/13 ユニセフ募金＆カントリー大作戦 ・ くまの追い出し
９/27 上進入隊式、基本訓練
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<ボーイ隊>
活動報告
８/10～15 夏ｷｬﾝﾌﾟ 長野県諏訪郡富士見町武智
ｲｰｸﾞﾙ班 渡辺、横田
ﾌｧﾙｺﾝ班 稲垣、枚田
たちかま、料理はお手の物

入笠山山頂､360°の展望！！

橋を作る
スカウトの気持ちにこんな影響を与えました。
先ず、共同作業：自然の木ですので、のこぎり
操作が大変でしたが、交代作業で次第に全員が
上手になり、作業分担も出来て来ました。用意
された材料でなく、
そこに有るものを活用した
ことが、｢挑戦する｣気持ちを強くした様です。

川遊びでは滝に打たれて修業

朝の点検恒例の梅干し

次に自然との共生：木材は、全て回りの倒木を
集めたし、荒縄も含め材料は自然の物でした。
スカウト以外は鹿と猿しか居ない自然の森で、
木漏れ日を浴びながら、多少の緊張感の中で作
業が進みました。
最後が達成感：サイトに戻って食事の用意をす
るのももどかしい程、作業に集中。二日目に橋

いよいよ橋を作る作業、表情も真剣

いよいよ橋を架ける！！

が完成して、
最初のスカウトが恐る恐る渡った
ときは思わず皆が拍手をしました。ビバーク明
けの最後の朝、皆で渡り納めをして、後ろ髪を
引かれる想いでサイトに戻りました。
小川に架けた小橋がスカウト同士、スカウトと
リーダーの心も繋げたのかなと思う朝でした。

全員乗っても大丈夫！！

ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔ､何故か裸のｱﾌﾞﾗﾊﾑ

ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔ､１年間の思い出を発表

閉村式で野営場に弥栄、有難う!!

山登り、大営火、川遊び、立釜、料理等など、
いろいろありましたが、6 日間のキャンプでス
カウト達がそれぞれに成長の跡を体と心に残
して、無事武智を後にすることが出来ました。
最後に、団委員長をはじめ皆様のご協力に
心より感謝申し上げます。

儘田

９月の予定
7 日･8 日

祭礼奉仕(白山神社)

13 日

ﾕﾆｾﾌ募金

27 日

上進入隊式
最後の集合写真

<ベンチャー隊>
8/2 夏キャンプ下見 (枚田、小野里)
8/18 隊会議 あんさんぶる荻窪
夏キャンプ準備(枚田、小野里)
8/20、21 富士登山 (枚田、小野里)
8/31 隊会議 あんさんぶる荻窪
夏キャンプまとめ(枚田、小野里)

＜ローバー隊＞
P４にプロジェクト報告書 掲載

９月の予定
９月１２日

９月予定
１２日、２７日 隊会議
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隊集会

ベンチャー隊

プロジェクト報告（評価および反省）

目的に対して→当初、予想していたよりもはるかに落ちているゴミは少なかった。
持ち帰ったゴミとしては自分達の出したゴミであったが、それでも登山中にゴミを拾えたので
目的は達成できた。
目標に対して→無事に山頂までゴミ拾いをしながら登頂できたが、次の機会では自分達の出すゴミの削減する
ことに努力したい。
スケジュール→登りはほぼ、計画どおりに進めたが、吉田口と合流によりペースが乱れてしまった。下山につ
いては軽い高山病の影響と想像以上の距離（大砂走り）のため時間がかかった。
次回は別ルートの検討の必要性を感じた。
全体に対して→装備については概ね問題は無かったが、防寒具の充実と大き目のザック（今回は２０ℓ）の必
要性を感じた。酸素ボンベは気休め！
登山については高山病の症状が出てしまった。自分のペースで進めるように気をつける。
クリーン活動について→ゴミは自分たちの出した量が多くなってしまった。次回はゴミを減らすようにしたい。

〈団委員会〉 ９/４(金) あんさんぶる荻窪
竹之内、大島、高木、山村、山中、阿出川、伊藤
次回 団委員会 10/2(金) 20：00～あんさんぶる荻窪
〈団会議〉 ９/５(土)荻窪地域区民センター
BVS 篠田 CS 大杉 BS 儘田 VS 別役､宮崎
RS 山中 団委員 竹之内､大島､山村、山中
次回 団会議 10/３(土) 9:00～12:00
場所 荻窪地域区民センター
〈団・育成会〉
９/７・８ 白山神社清掃奉仕
９/２６ 育成会総会 ：午前 荻窪地域区民センター
９/２７ 上進入隊式 ：午前 上荻児童館
１０/ 3 杉９まつり
杉並第 9 小
１０/１２ 「親子で遊ぼうスカウト体験」イベント
善福寺川緑地公園
１０/１７ おもしろ縁日
桃井第２小
１０/１８ 天沼集会所まつり
１１/ １ 友情交歓会

〈東連 ・地区〉

新地区名称 「あすなろ地区」に決定！
9/ 3 地区円卓会議

セシオン杉並

9/10 地区コミグループ合同会議 あんさんぶる荻窪
9/11 新地区編成団委員長会議
9/13 ＶＳフォーラム
9/17 地区再編実行委員会
9/24 地区協議会

あんさんぶる荻窪

高井戸地域区民センター
セシオン杉並
あんさんぶる荻窪

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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