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<ビーバー隊>

活動報告

５/９『親子で遊ぼう！』募集イベント
善福寺川緑地公園
参加スカウト：江澤、佐藤、花輪（全員集合）
新緑の善福寺川緑地公園での『親子で遊ぼう！』
募集イベントに参加しました。たくさんの親子
連れと一緒に『バブロケット』、『的入れ』、『暗
夜行路』、『ダンスダンスダンス』ゲームを楽し
んだ後は『いつもの』マシュマロサンドを美味
しくいただきました。
たくさんのお友達が増えますように！

いつも大人気のバブロケット

5/23『春のハイキング』
府中市郷土の森博物館
参加スカウト：江澤、佐藤、花輪（全員集合）
生憎（あいにく）の空模様となりましたが、元気に
『春のハイキング』を楽しみました。電車・バスを
乗り継ぎ『府中市郷土の森』へ到着後は、『旧尋常
高等小学校』木造校舎でセレモニー、次に『ポイン
トハイク（歴史探検）』に挑戦、最後のポイントで
は『宝もの』もゲットしました。 午後のプログラ
ムではプラネタリウムで『春の星空散歩・銀河鉄道
９９９』を楽しみ、歴史と星空に親しむ一日となり
ました。

尋常高等小学校の木の机

ポイント

今後の活動予定
６/１３
工作・ゲーム
６/２０
隊集会・りすの道

昔の郵便局

上荻児童館
上荻児童館

http://www.sugi8.org/

<カブ隊> 活動報告
5/9 組集会
善福寺川緑地公園での募集イベントに参加。
１組 篠田、石井、島津（全員集合）
２組 定塚、植田、塩澤、馬目（全員集合）

5/15-16 春キャンプ 八王子地蔵山キャンプ場
１組 篠田、石井、島津（全員集合）
２組 定塚、植田、塩澤、馬目（全員集合）
土曜日朝、あんさんぶる荻窪前に元気に全員集合したスカウトは、中
央線で豊田駅へ。豊田駅からはバスで平山城址公園へ向かいました。
キャンプが初めてで、胸ドキドキのスカウトもいましたが、好天にも
恵まれ、道中自然に組ごとに打ち解けまとまり、公園ではパノラマス
ケッチ、カブ弁と突然の帽子取りゲームを楽しみました。帽子取りは
隊長ＶＳスカウトの対決となりましたが、スカウトの思いやりの結果
（？）か、隊長の勝利となりました。その後歩いてキャンプ場へ。
デン決めのあと、早速山へ竹の切り出しに。組の仲間と協力して背が
高くて太い立派な竹を切り出し、ナタで枝を払います。各自思い思い
の長さに切り、やすりをかけ、お気に入りのコップができました。中
にはちょっと長すぎて、実際には飲むのに苦労するコップもあったよ
うですね。もうひとつの工作では、自分の使う竹の箸づくり。使いや
すい形・太さになるように懸命にやすりをかけ、皆上手に仕上がった
ようです。夕食のよせ鍋からは、皆自分のつくったコップと箸で食事
を楽しみました。夕食前のナイトゲームは、クモの巣くぐり。暗闇に
張られた恐怖のクモの巣に挑戦するも、途中でクモに拉致されるスカ
ウトが続出。最後はなんとか全員無事に脱出できました。初日最後の
お楽しみはもちろんキャンプファイヤー。山中副長も到着。くまスカ
ウトによるファイヤー点灯で始まりです。いつものキャンプファイヤ
ーの歌に続き、隊長の新ネタ“宇宙人”、や八百屋、アブラハムなど定
番メニューの中に１組、２組のスタンツも入り絶好調のシュウマイじ
ゃんけんで大いに盛り上がりました。スタンツはほんの３０分ほどの
練習でしたが、どちらの組も楽しく出来、組長のリーダーシップと組
のチームワークがよく発揮されていましたね。消灯前の組長会議では、
リーダーから組長に＜ねぎらいの言葉＞と＜激＞の両方があり、組長
２人ははじめての組長会議に緊張しつつも、明日からのさらなる活躍
を誓っていました。２１：００消灯。初めての寝袋・初めてのテント
のスカウトも３０分もすると爆睡していました。
お休み・・・・また明日・・・・・・・・。〈3 ページへ続く〉

今後の活動予定
６/２０
隊集会・工作
７/ ４
組集会・保護者会（夏キャンプの概要説明）
７/１８
隊集会（夏キャンプの準備）
８/６～９ 夏キャンプ ＜道志渓谷キャンプ場＞
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<ボーイ隊>

<ベンチャー隊>

活動報告

5/8

5/3～5

春ｷｬﾝﾌﾟ(6 団合同) 参加:横田、枚田
山梨県忍野八海(单都留郡忍野村)
富士山の麓の美しい自然に囲まれた野営場で隊ｷｬﾝﾌﾟ
を行いました。参加ｽｶｳﾄ数 5 名の一班体制でしたが、
設営、徹営の基本訓練の他、座標ﾊｲｸで忍野八海巡り
を行うなど盛り沢山の内容となりました。二日目のﾃﾞｨ
ﾅｰのﾋﾟｻﾞ作りでは皆名ｼｪﾌ振りを発揮して大満足の味
となり､大営火もｹﾞｰﾑとｽﾀﾝﾂで盛り上がりました。

5/14

隊会議 荻窪地域区民センター
小野里、枚田、渡辺、冨永、大杉
グループプロジェクト企画会議
隊会議 荻窪地域区民センター
小野里、渡辺、冨永
企画書作成
夏の活動へ向けた企画を立案
サイクリング＋高原が今回のテーマになりました

６月予定
6/11、18 隊会議

<ローバー隊>
今後の予定
6 月 12 日 隊集会
富士山を背景に

初日の夕食はすき焼き風鍋

設営中のお弁当ﾀｲﾑ

忍野八海、きれいな水でした！

〈団委員会〉 5/28(金) あんさんぶる荻窪
竹之内、大島、高木、山村、山中、阿出川
次回 団委員会 6/25(金) 20：00～22:00
あんさんぶる荻窪
〈団会議〉 6/12(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、山村
次回 団会議 7/3(土) 9:00～12:00
荻窪地域区民センター
6月5日6日 第5回

荻窪ハーモニーまつり

みなさんのおかげで８団の屋台、ゲームはどれも大盛況
ﾋﾟｻﾞ生地作り

6 団､8 団合同指導者

ﾋﾟｻﾞ生地へのﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ

富士吉田駅の片隅で､疲れた～

5/30 班集会(6 団ｽｶｳﾄﾊｳｽ)

班ｷｬﾝ計画

参加：枚田

<今後の予定>
6/6 15NJ 全体集会 参加：横田
6/19～20 班ｷｬﾝﾌﾟ 地蔵山
6/26・27 ｽｶｳﾄ救急法講習会

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

「おまつり」を盛り上げるのに、役立ちました

7 月 18 日 19 日 おぎくぼセンター祭り
みなさん！

また

ご協力をよろしくお願いします。

〈東連 ・地区〉
5/30 世界ジャンボリー勉強会
あんさんぶる荻窪
6/ 2 15NJ 派遣指導者会議
あんさんぶる荻窪
6/ 3 地区円卓
セシオン杉並
6/ 6 世界ジャンボリー派遣者面接 NYC
6/10 15NJ 実行委員会
あんさんぶる荻窪
6/12 ジャンボリー下見
朝霧ジャンボリー会場
6/17 地区委員会
あんさんぶる荻窪
6/24 地区協議会
あんさんぶる荻窪
6/26 研修所･実習所事前課題研究会 荻窪地域区民ｾﾝﾀｰ
6/27 ソングゲーム研究会
荻窪地域区民ｾﾝﾀｰ
6/26･27 スカウト救急法
桃三小体育館
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カブ隊春キャンプ報告

〈１ページより続く〉

日曜日 鳥のさえずりで目が覚めると、朝食は定番の牛乳パックのホットドッグをほおばりました。皆で食べるキャンプの朝ご飯
は美味しいね！！
荷物をまとめてテントから出すと、午前は宝探しゲームです。コンパスと歩測で地蔵山に隠された秘宝を探します。しかし、せっ
かくコンパスがあるのに決めた方角に行かず道なりに進んでしまったり、１歩の長さがあやふやで行きすぎたり、手前すぎたりし
て、トラップの偽ものをつかんでしまうスカウトが続出。本当の宝物をゲット出来たのはほんの数人でした。これからも歩測やコ
ンパスの使い方を練習していきましょう。
キャンプ最後の活動は昼食づくり。組ごとに火をおこし、ご飯を炊いておかずを作ります。メニューは他人丼（牛肉の親子丼のこ
とです）。火おこしで、薪の上に新聞をのせたり、クレンザーの塗布ではコッヘルの中にクレンザーを塗ってしまったりする珍技
術が披露されたりしましたがさてお味は？ご飯の炊き加減は？ そこは食べた人ぞ知るですが、急に何を作るか指示されたことを
考えると、両方の組ともそれなりに美味しくできていたと思いました。リーダーへのおすそわけありがとう。
ごちそうさまでした！！
閉会セレモニーでは１組が組長のリーダーシップとチームワークで最優秀組に選ばれ表彰されました。２組は、悔しさをかみしめ
ながらも夏キャンプでのリベンジを誓い、地蔵山を後にしました。

春キャンプ個人賞表彰記録
１組：篠田君 （最優秀組組長）
石井君 今後に期待出来るで賞

中堅のしかスカウトとして実力を磨いています。これからますます組長を支えてくれると
期待します。よろしくね

島津君 よく頑張ったで賞

コッヘルのクレンザー塗りなど地味ながらデンリーダーさんをよく助けていました。
ありがとう。

２組：定塚君 今後に期待出来るで賞
植田君 よく頑張ったで賞

組長としての自覚とリーダーシップを発揮し始めています。ますます頑張ろうね！！
コンディションの許す限り頑張ってキャンプに参加してくれました。ありがとう。
（６月に表彰します。）

塩澤君 よく頑張ったで賞

クモの巣くぐりでは大苦戦しましたが、最後の最後まであきらめずやり遂げました。
おめでとう。

馬目君 よく頑張ったで賞

工作の竹切りで、辛かったけど最後まで自分で竹を切りコップをつくりました。
おめでとう。

ご協力いただいたリーダー、デンリーダー、保護者の方に隊長として心からお礼申し上げます。

山へ竹の切り出しに。組の仲間と協力して背が高くて太い立派な竹を切り
出し各自思い思いの長さに切り、やすりをかけ、お気に入りのコップがで
きました。もうひとつの工作では、自分の使う竹の箸づくり。使いやすい
形・太さになるように懸命にやすりをかけ、皆上手に仕上がったようです。
夕食のよせ鍋からは、皆自分のつくったコップと箸で食事を楽しみました。
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