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今年はスカウト BVS３名 CS４名 BS１名 VS２名、リーダー７名、デンリーダー２名、団委員５名、父兄４名の合

計２８名で寿楽荘に行きました。スカウト、父兄が 3 班に別れベンチャー、ボーイのスカウト 3 人がそれぞれ班長

になり手分けして、おじいさんおばあさんたちの部屋を訪問し、一緒に話をしたり窓拭きをしたりしました。最後に

毎年恒例の歌を聞いてもらいました。今年は「こおろぎ・ちいさい秋みつけた・しゃぼん玉・肩たたき」と去年より

2 曲増やしたうえにアンコールにこたえて、もう一度「ちいさい秋みつけた」を歌いました。手拍子を打ったり、一

緒に歌ったり･･･楽しんでいただけたと思います。平成 15 年に杉八団報が復活以来 12 月号の「寿楽荘奉仕」の記事

が恒例となっています。これからも毎年 11 月 23 日は寿楽荘にみんなで行って、団報 12 月号のトップ記事も続けた

いと思います。 
 

<ビーバー隊> 活動報告 

 

 
秋晴れの１日『育成会デイキャンプ＆友

情交歓会』を楽しみました。スカウト、

家族、見学参加者は、３チームにわかれ、

野外料理とゲームに挑戦！ 野外料理で

は燻製を作るための『ダンボール燻製

器』作りも体験、昼食では『スモークチ

ーズ、かまぼこ、たまご』と『豚汁』を

美味しくいただきました。 『シューマ

イじゃんけん、靴とばし、キムス、味あ

て』などのゲームでは、ビ－バースカウ

トが大活躍、大いに盛り上がりました。 

〈３３回目の寿楽荘奉仕〉 11 月 23 日(月)  

 

毎年恒例の『杉並８団寿楽荘奉仕』に参加しました。

早朝荻窪駅に集合、ホリデー快速で奥多摩駅へ移

動、紅葉の奥多摩路を歩いて『寿楽荘』へ。セレモ

ニー後、カブ隊、ボーイ隊のお兄さん達と一緒に窓

拭きやおじいちゃん、おばあちゃんとお話しをし、

最後に歌のプレゼント。たくさんの感謝、ありがと

うをいただきました。午後は川原でカブ隊のお兄さ

んとゲームと奥多摩の自然を満喫しました。 

今後の予定 

12 月 6日 秋冬の自然観察/合同隊集会  

                              大宮八幡宮スカウトの森 

12 月 20 日 工作/父母会 上荻児童館 

<カブ隊>  活動報告 

 11 月 1 日『育成会デイキャンプ＆友情交歓会』 
１組：篠田、島津    ＤＬ島津 
２組：定塚、植田、塩澤 ＤＬ定塚(全員集合) 
11 月 23 日 隊集会「寿楽荘奉仕」に参加 
１組：篠田、石井、ＤＬ石井母  
２組：定塚、植田、ＤＬ定塚父 
寿楽荘では、ビーバー、ボーイ、ベンチャースカ

ウトそれにリーダーや保護者と一緒に窓拭きをし

ながらお年寄りに話しかけたり、楽しい歌のプレ

ゼントをしました。早起きして大変だったけど、

喜んでもらえてよかったね。 

午後はボーイ隊の横田君が初めてのデンコーチと

して加わり、組の最後尾でしんがりを務めたり、

川原ではゲームの手伝いをしてくれました。さす

がお兄さんスカウトですね。これからもよろしく

お願いします！！ 

今後の予定 
12 月 6 日   組集会 
12 月 19 日  隊集会 ナイトハイク 

11 月 1 日『育成会デイキャンプ＆友情交歓会』 
和田堀公園 江澤、佐藤、花輪（全員集合！）＋見学２組 

11 月 23 日 『寿楽荘奉仕』 奥多摩 
 江澤、佐藤、花輪（全員集合！） 
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＜ローバー隊＞ 
11 月 23 日 寿楽荘奉仕 
今後の予定 
12 月 12 日 隊集会 
 

〈団委員会〉 11/27(金)  あんさんぶる荻窪   

竹之内、大島、山村、山中    

次回 団委員会 12/25(金) 20：00～あんさんぶる荻窪 

〈団会議〉 12/5(土)荻窪地域区民センター 

BVS 篠田 CS 大杉 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 団会議 1/9(土) 14:00～17:00 あんさんぶる荻窪 

 〈東連 ・地区〉 

 12/ 1  杉並区未成年者の飲酒喫煙防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 
 12/ 3・4 地区特別円卓会議        
 12/12  ｽｶｳﾂｵｳﾝｻｰﾋﾞｽ支援研修会  高円寺中央会議室 
 12/17 あすなろ地区団委員長会議   
 12/24 地区委員会         
 H22/1/16  22 年度新年賀詞交歓会 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷  

 
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 

 

杉並、中野地区指導者研修セミナーに参加して 

           BVS 隊長    篠田明人 
１１月２８～２９日、あきる野市『秋川荘』で開催

された地区指導者セミナーに参加しました。参加者

は、杉並、中野地区から成人指導者など約４０名の

仲間たちと、今年のテーマである『発達障がい』に

ついて学ぶことができました。 
講師は『すぎのき生活園長 村氏』と『高井戸児童

館長 横関氏』。そのため研修は、両氏の深く愛情の

ある知識、経験、技能から、とても有意義な研修と

なりました。また、杉並、中野地区参加者との『熱

い』交流、議論、情報交換も、とても印象的でした。

研修を通じて『知識としての発達障がい』、『発達障

がいへの対応方法』と『多様性を認めることが重要』

を理解することができました。これらの学び、気づ

きは、今後の活動に活かしてスカウト活動を楽しん

でいきたいと思います。 
最後に研修の機会を与えて頂いた、団、地区関係者

のかたがたに改めてお礼申し上げます。ビーバー！         

<ベンチャー隊> 

11/ 1  友情交歓会（和田掘公園）   
        渡辺  
11/14、15   PJT 報告会、技能章考査キャンプ 
     枚田 
    夏に実施した、富士登山を他の団の 

スカウトに紹介しました。 
炊事章の考査科目にも挑戦しました。 

11/21  隊会議 荻窪地域区民センター 
小野里、枚田、冨永 

       挑戦キャンプ計画書作成 
11/22  隊集会 宮崎家 

小野里 
       燻製器とベーコンを作りました。 
       数日前から、仕込みをして、 
    とてもおいしいベーコンになりました。 
11/23 寿楽荘奉仕&バーベキュー(氷川キャンプ場) 
  小野里、冨永 
都合により、一泊の技能章挑戦キャンプは中止になりま

したが、窓拭き奉仕を終えた後、キャンプのために準備

していた食材でバーベキューをしました。 

12/12,19 隊会議 

12 月予定 

<ボーイ隊> 

活動報告 
11/1 友情交歓会(和田堀公園) 

   ﾌｧﾙｺﾝ班：枚田 

11/15 6 団合同GB会議、班集会 

   ｲｰｸﾞﾙ班：横田 ﾌｧﾙｺﾝ班：枚田、6団ｽｶｳﾄ 7 名 

   読図、ｼﾙｺﾝの訓練。 

11/22 6 団合同集会(6団ｽｶｳﾄﾊｳｽ) 

   ｲｰｸﾞﾙ班：横田、6団ｽｶｳﾄ 1 名 

   2 級挑戦ﾊｲｷﾝｸﾞの計画書 

11/23 寿楽荘奉仕  ｲｰｸﾞﾙ班：横田 

 

11/28 8 団単独集会 (区民ｾﾝﾀｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室)  

   ﾌｧﾙｺﾝ班：枚田 

   2 級挑戦ﾊｲｷﾝｸﾞの計画書 

11/29 2 級挑戦ﾊｲｷﾝｸﾞ 

        (6 団対象ｽｶｳﾄ 1 名+先輩ｽｶｳﾄ 1 名) 

  奥多摩駅～鋸山～大岳山～白倉バス停～武蔵五日市駅 

<今後の予定> 

12/6 2 級挑戦ﾊｲｷﾝｸﾞ 

   (それぞれ 6団の先輩ｽｶｳﾄ 1 名がｱﾃﾝﾄﾞ) 

   横田 古里駅～大塚山～御岳山～大岳山～ 

      白倉ﾊﾞｽ停～武蔵五日市駅 

   枚田 御嶽駅～御岳山～大岳山～白倉ﾊﾞｽ停 

      ～武蔵五日市駅 

12/13 6 団合同GB会議、班集会 

12/23 6 団年忘れﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会 

12/31 白山神社篝火奉仕 


