日本ボ ー イ ス カ ウ ト 東 京 連 盟
杉並第八団

－団報－

登録 No.15-14-01-008
[本部] 東京都杉並区本天沼 1-27-16
竹之内 實

第 320 号

[2009 年 10 月 10 日 発行]

〈育成会年次総会〉
9 月 26 日(土)

[mail]
[H P ]

takesan@muj.biglobe.ne.jp

http://www.sugi8.org/

〈上進式入隊式〉
9 月 27 日(日)

荻窪地域区民センター

上荻児童館

まず花輪君の入団式が行われ晴れて 8 団の仲間になり
ビーバー隊に入隊しました。
続いてＢＶＳ→ＣＳ2 名 ＢＳ→ＶＳ4 名 ＶＳ→ＲＳ
2 名の上進式、入隊式およびリーダー紹介が行われ、各
隊それぞれ新年度の活動がスタートしました。

年次総会において育成会役員の新旧交代が行われま
した。育成会長は今村氏から山村氏にバトンタッチ
され、今村氏には育成会顧問として引き続きご奉仕
いただくことになりました。
新たに佐藤さん(BVS)、植田さん(CS)、村木さん(VS)
が育成会役員に就任されました。今後の活躍を期待
しています。
ま た育 成会 役員 を
退 任さ れた 安澤 さ
ん、伊藤さん、渡辺
さん、稲垣さん、団
委 員を 退任 され た
円 酒さ んに 感謝 状
が贈呈されました。
長 い間 あり がと う
ございました。

花輪君入団入隊おめでとうビーバー！

カブ隊・ベンチャー隊入隊式

<ビーバー隊>
9/13 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）

平塚、塩澤、島津、江澤、佐藤 （全員集合！）＋見学１組
カブ隊とボーイ隊のお兄さんと一緒に荻窪駅西口でユニセフ募金を行い
ました。大きな声で募金を呼びかけ、すこし世界の恵まれないお友達のた
めに役立つことができました。また、カントリー大作戦では、荻窪駅周辺
の清掃奉仕を行いました。
昼食後は、ビックビーバー送別会。 ちょっぴり寂しいけど、みんなで元
気に『追い出し』を行いました。
27 日

上進入隊式、基本訓練

（上荻児童館）

塩澤、島津、江澤、佐藤、花輪（全員集合！）
花輪君（小１）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を授与された後
ビーバー隊の『やくそくときまり』も元気に言えました。
これからみんなでなかよく元気に活動していきましょう！！
ビックビーバー 塩澤君、島津君が上進しました。
カブ隊の『やくそくとさだめ』も立派に言えました。
これからもガンバレ、ビーバー！！
今後の予定
10/12
募集イベント 善福寺川緑地公園
10/18
楽しい歌とゲームの教室
善福寺川緑地公園
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<カブ隊>
活動報告
9/13

隊集会

<ボーイ隊>
活動報告
１組川野、定塚、石井（全員集合）
２組花井、冨樫、篠田、植田（全員集合）

午前はＢＶＳ隊、ＢＳ隊と一緒に荻窪駅西口でユニセフ募金。
隊長から募金の意味や仕方などの説明を聞いた後、世界の恵ま
れない子供たちのために一生懸命募金を呼びかけました。募金
終了後ＢＶＳと一緒に昼食。その後カントリー大作戦を実施。
いつも活動の場としてお世話になっている荻窪の街の美化のた
めに、ささやかなお手伝いをしました。児童館帰着後、山中副
長の指導でしかスカウト・うさぎスカウトがカブブックの残り
を無事終了し全員がクリア章となりました。その後くまスカウ
トの追い出しを行ったあと、年度最後のセレモニーを行いまし
た。セレモニーではクリア章の授与、スカウトの年間個人表彰、
デンリーダーさんへのお礼のエールが続き、卒業するくまスカ
ウトが隊長のあとに続いて「ボーイスカウトのちかいとおきて」
を宣誓して閉会となりました。
また、この間に新年度に向けた保護者会を実施し、デンリーダ
ーは定塚さんと島津さんが快諾していただきました。お二人と
もこれから一年間どうぞよろしくお願いいたします。

9/27 上進入隊式

9/13 ﾕﾆｾﾌ募金
ｲｰｸﾞﾙ班：渡辺

ﾌｧﾙｺﾝ班：枚田

9/27 上進入隊式
ｲｰｸﾞﾙ班：冨永、大杉、横田
ﾌｧﾙｺﾝ班：稲垣、枚田
ビーバー隊もしくはカブ隊から８団で活動し
てきた稲垣、大杉、冨永、渡辺(欠席)をベンチ
ャー隊に送り出しました。８団で得た仲間を大
切に、より高い心構えと自主性を持ってベンチ
ャー隊でも頑張れ!!
今期のスカウト２名(横田、枚田)は、杉並６団
との合同訓練、８団単独での訓練を織り交ぜた
活動を展開します！！

今後の予定
10/4 杉並６団との合同隊集会（顔合わせ）
10/18 班集会（６団合同、秋ｷｬﾝﾌﾟ計画）
10/24～25 秋ｷｬﾝﾌﾟ（６団合同）

１組篠田、石井、島津(全員集合）
２組定塚、植田、塩澤(全員集合）

入隊式での「やくそくとさだめ」を宣誓する難関も無事乗り越
えて、ＢＶＳ隊から塩澤君、島津君が入隊しました。昼食後、
組み分け発表、組長・次長きめ、デンリーダーさん発表につづ
いて、新しい組での基本訓練。その後他己紹介でお互いのこと
をよく知り合った後、ごめんちゃいじゃんけんなど、早速いく
つかのゲームで勝利を競い大いに盛り上がりました。これから
一年間、この組で、組長のリーダーシップのもと組の皆が役割
を果たしながら、元気に楽しく活動していきましょう！！

塩沢君、島津君おめでとう ｳｵｰｳｵｰｳｵ-！
今後の予定
10/10-11 くまキャンプ 大宮八幡スカウトの森
（８団・１１団・１３団合同） くまスカウトのみ
10/12 組集会・募集イベント参加 （善福寺川緑地公園）
10/18 隊集会
（杉並地区・杉並区共催の「楽しい歌とゲームの教室」参加）
11/1 ８団友情交歓会
(ご父兄も是非ご一緒にお楽しみください）
11/23 隊集会 （奥多摩寿楽壮奉仕と野外料理）
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カブ隊 全員集合

〈団委員会〉 10/4(金) 休会

<ベンチャー隊>

（団委員長から書面にて報告し、各団委員承認の旨返答）

9/12

隊会議 荻窪地域区民センター
小野里、枚田
富士登山 PJT 報告書作成
9/27 上進・入隊式 隊会議 上荻児童館
小野里、大杉、冨永、稲垣(幸)
連絡網作成、ベンチャー隊について

次回 団委員会 10/30(金) 20：00～あんさんぶる荻窪
〈団会議〉 10/３(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、伊藤
次回 団会議

11/７(土)

9:00～12:00

場所 荻窪地域区民センター
〈団・育成会〉
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

育成会デイキャンプ＆友情交歓会

１１/２３

寿楽荘奉仕

10 月予定
10/17、24 隊会議

〈東連 ・地区〉
10/ 1 地区円卓会議

あんさんぶる荻窪

10/ 8 地区コミグループ合同会議 あんさんぶる荻窪

ＷＢ研修所 ＶＳ課程 東京第 21 期が 9 月 20 日から

10/15 地区中間登録審査

セシオン杉並

23 日の４日間 日向野営場にて開催され、8 団から

10/15 新地区編成相談役会議

セシオン杉並

ＶＳ隊宮崎副長が参加し、無事修了しました。

10/18「楽しい歌とゲームの教室」 善福寺川緑地公園

研修の成果をスカウトのために大いに発揮してくださ

10/22 地区委員会

あんさんぶる荻窪

10/25 ｢ボーイスカウト講習会」

杉並区立高南中学校

るようお願いします。お疲れさまでした。
また別役ＶＳ隊長が所員として当研修所に奉仕され

11/28･29「地区指導者研修セミナー」 五日市秋川荘
（10/14 事前研修

ました。ご苦労様でした。

あんさんぶる荻窪）

8 月 1 日～9 日 第 15 回日本ジャンボリー
静岡県
参加申込期限

＜ローバー隊＞

朝霧高原

今後の予定
10 月 10 日

10 月 15 日

１１月 １日（日）

育成会デイキャンプ＆友情交歓会

隊集会

和田掘公園

午前 9 時集合

みんなで美味しい料理を作って、ゲームで盛り上がって、秋の一日を思いっきり楽しむイベントです。
スカウト、家族共々 みんなで参加して、8 団家族の絆を深めましょう！

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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