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三指 寅年、明けましておめでとうございます
団委員長 竹之内 實
今年四月からは東京連盟２６地区が１４地区に統合されます。我々杉並地区も隣りの中野地区と合
併して「あすなろ地区」として新発足します。杉並八団（東京 288 団）が誕生した時は中野と一緒の
「西部地区」でした。32 年前スカウト人口が増えて発展的に分封し、杉並と中野にわかれました。
当時、杉並地区の登録者数は 2,000 名近くになっていました。
初代団委員長、土屋義一氏、二代目団委員長、東海林義尚氏 と杉並八団も歴史を重ねてきました
が、少子化の波に飲み込まれ、荻窪地域に居住している若いご家庭がどんどん少なくなっている現在
新入団の子供がなかなか集まりません。何処の団も同じ悩みを抱えていますが、市街地を拠点とした
地域団の宿命なのでしょうか。
日本国家の中での「ボーイスカウト運動」も現代のニーズにあった方向に転換しなければならないのでしょうか。
変えるべきものと、変えてはいけないものと、地区再編にあたって加盟員の一人一人が、真剣に考え、取り組まなけ
ればならないと思います。
今年は「第 15 回日本ジャンボリー」が開催されます。また 3 年後には「世界ジャンボリー」が日本の地、山口県
で開催されます。20 世紀初頭に始まった BS 運動も 21 世紀に入って 10 年を経過、世界平和を達成するためにも、
今が踏ん張りどころです。みんなで英知を出し合い、この素晴らしい「ボーイスカウト運動」を前進させましょう。
杉並八団家族・あすなろ地区加盟員のみんなが、元気にいきいきと活動できる 2010 年にしたいと願っています。
さあスタートです。ヨーイ・ドン！
<カブ隊>

<ビーバー隊> 活動報告
12 月 6 日(日)

秋冬の自然観察/合同隊集会
大宮八幡宮スカウトの森
参加スカウト： 江澤、佐藤、花輪（全員集合！）

活動報告

12 月 6 日(日) 組集会・保護者会 上荻児童館
1 組 篠田,石井,島津(全員集合)
2 組 定塚,植田,塩澤(全員集合) 他に見学参加１名
隊集会ナイトハイクの準備をした後、計測などのゲーム
をして遊びました。
保護者会では新年度のこれまでの活動についての感想な
どを話し合いました。

杉並２団,８団,１３団ビーバー隊による『合同隊集会』を
行いました。初冬の『大宮八幡宮スカウトの森』で、ど
んぐり拾い、ゲームで盛り上がり、野外料理では『缶ご
12 月 19 日(土) 隊集会 ナイトハイク
飯』から『手作りおにぎり』にも挑戦、昼食では『おに
1
組 篠田,石井,島津(全員集合)
ぎり＆特製スープ』を美味しく頂きました。他団スカウ
トとの交流も楽しみ、秋冬の自然を満喫した一日でした。 2 組 定塚,植田,塩澤(全員集合)
デンコーチＢＳ隊枚田君,横田君 他に見学参加１名

スカウトみんなでご挨拶

クリスマスイルミネーション
に彩られた東京の街の夜景を
楽しみながら、レインボーブ
リッジ～東京タワー～六本木
ヒルズ～東京ミッドタウンと
約７ｋｍを歩ききりました。
出発地点のお台場海浜公園で
は恒例のビーチフラッグ選手
権で盛り上がりました。その
後、海賊船公園で遊んだり、
新幹線のガード下で聴力検査
ゲーム。
リーダーの用意した夕食の味噌汁やおやつのシュークリ
ームの力も借りて寒かったけれど、皆元気に歩きました。
デンコーチの二人も大活躍！来てくれてありがとう！！

アルミ缶で炊いたご飯を自分達でおにぎりにしました。
おいしーい ！

今後の予定
1 月 10 日(日)
1 月 17 日(日)
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組集会 隊集会の準備
隊集会・野外料理

<ビーバー隊> １ページよりつづく

<ボーイ隊>

12 月 20 日(日)『工作＆お楽しみ会/父母会』上荻児童館

活動報告

12/6 2 級挑戦ﾊｲｷﾝｸﾞ
横田 古里駅～大塚山～御岳山～大岳山～
本年最後の隊集会『クリスマスにちなんだ工作＆お楽しみ
白倉ﾊﾞｽ停～武蔵五日市駅
会』を楽しみました。工作作りでは、前回隊集会で集めた、
枚田 御嶽駅～御岳山～大岳山～白倉ﾊﾞｽ停
どんぐりと松ぼっくりを使い『クリスマスツリー＆コマ』
～武蔵五日市駅
作りに挑戦、お楽しみ会では『ドーナツパーティー＆作品
発表会』で盛り上がりました。
参加スカウト： 江澤、佐藤

左上:大塚山頂にて
右上:大岳山頂にて
左下:大岳山頂から望む
富士山
それぞれにきついｺｰｽでしたが、6 団の先輩ｽｶｳﾄの
指導の下、無事に歩き通しました。

松ぼっくりのすてきなミニミニツリー

今後の予定
1 月 17 日(日)
2 月 21 日(日)

お正月あそび
施設見学会

〈団委員会〉 12/25(金)

上荻児童館

6 団合同 GB 会議、班集会(6 団ｽｶｳﾄﾊｳｽ、
枚田･横田とも参加)
ﾛｰﾌﾟﾜｰｸのﾏｽﾀｰﾊﾞｯｼﾞに挑戦しました。

12/19

カブ隊隊集会デンコーチ (枚田･横田 参加)

12/27

6 団年忘れボウリング大会 (枚田･横田 参加)

12/31 篝火奉仕(枚田のみ参加)

あんさんぶる荻窪

参加ｽｶｳﾄ 1 名でしたが、最後
まで頑張りました。ご協力
いただいた指導者の方々有難
うございました！！

竹之内、大島、高木、山村、山中、阿出川
次回 団委員会 1/29(金) 20：00～22:00
あんさんぶる荻窪
〈団会議〉 1/9(土)

12/13

あんさんぶる荻窪
今後の予定
1/10 GB 会議、班集会
1/24 隊集会 ﾊｲｷﾝｸﾞ

BVS 篠田 CS 大杉 BS 渡辺 VS 別役、宮崎 RS -団委員 竹之内､大島、高木、山村

ﾊｲｷﾝｸﾞ計画

次回 団会議 2/6(土) 9:00～12:00

<ベンチャー隊>

〈東連 ・地区〉
1/ 7 地区円卓会議

12/12

あんさんぶる荻窪

1/11 登録説明会

あんさんぶる荻窪

1/14 15NJ 実行委員会

井草地域区民センター

1/16

22 年度新年賀詞交歓会 アルカディア市ヶ谷

1/21 地区委員会

セシオン杉並

1/28 地区協議会

高井戸地域区民センター

2/11 登録審査

築地本願寺和田掘廟所

2/11 リーダーの集い

築地本願寺和田掘廟所

2/20 事前課題研修会

高円寺中央会議室

12/19

隊会議 荻窪地域区民センタ
小野里、枚田、渡辺、冨永
野営章報告書作成
ベンチャー章挑戦キャンプ計画
隊会議 あんさんぶる荻窪
小野里、枚田、渡辺、冨永
挑戦キャンプ計画書作成
雪中キャンプ企画書作成

1 月予定
1/10、11 VS 章挑戦キャンプ (地蔵山)
1/16、23 隊会議

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております

＜ローバー隊＞

mail：takesan@muj.biglobe.ne.jp
団委員長 竹之内 實 広報担当

今後の予定
1 月 16 日 隊集会

高木 誠
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