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<ビーバー隊>

活動報告

６/13
『工作・ゲーム』 上荻児童館
参加スカウト：江澤、花輪＋見学者２組
今月は『できるかな？』をテーマに、工作・
室内ゲームを楽しみました。
２組の見学参加者とショートゲームで盛り上
がった後は、 『スルスル人形』
、
『ストロー笛』
作りに挑戦、完成後、楽しく遊びました。
みんなの前での『作品紹介』では『笛吹き名
人（スカウト）
』も登場、こちらもおおいに盛
り上がりました。

６/20『作って遊ぼう・りすの道』 上荻児童館
参加スカウト： 江澤、佐藤、花輪（全員集合）
＋ 見学者３組
３組の見学者とにぎやかな隊集会を楽しみまし
た。アイスブレイクのゲームで盛り上がった後
は、『ペットボトル飛行機』、『フライングディス
ク』を作り、完成後は児童館屋上で遊び、
『記録
会』にも挑戦しました。ビックビーバーの『りす
きょう
の道』では、ベーデンパウエル 卿 やカブスカウ
トの『やくそくとさだめ』について学習しました。

第 1 回「リスの道」
フライイングディスク
は

よく飛んだよ！

3 人ともまじめに聞いて
いました。

今後の活動予定

７/４ 工作・りすの道・保護者会 上荻児童館
７/１８ 多摩川水遊び
７/２５ 出発式

白山神社

８/２１ デイキャンプ

<カブ隊>

http://www.sugi8.org/

活動報告

6/6 組集会
荻窪ハーモニー祭りに参加
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）
今回の組集会ではスカウト達はハーモニー祭りの準備を手
伝いました。こよりを作ってヨーヨーの釣り具を作ったり、
ヨーヨーを膨らませたり、お祭りに来るお客さんに楽しん
でもらえるようにと一生懸命でした。
ご褒美では、かき氷用の大きな氷をのこぎりでガリガリ切
断させてもらい、めったにできない経験になりました。そ
の後時間まで、組ごとにハーモニー祭りを見学、楽しい半
日を過ごしました。

6/20 隊集会 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、馬目（全員集合）
見学者１名
工作、チーフリングづくり。じゃんけんで自分の好きな色の
コードを選んでチーフリングつくりに挑戦しました。
ところがいつもと違って手元の細かい工夫が必要な工作に
スカウト達のみならず、デンリーダーさんも大苦戦。
それでも全員が頑張って、自分の使うチーフリングを完成さ
せることができました。これからの活動は自分の作った
チーフリングで参加してね。

今後の活動予定

７/ ４
７/１８
７/２５
８/６～９

組集会・保護者会（夏キャンプの概要説明）
隊集会（夏キャンプの準備）
出発式
白山神社
夏キャンプ ＜道志渓谷キャンプ場＞

隊長からのお願い
夏キャンプの道志渓谷は、まさにキャンプ天国の楽しさ間違い
なしです。保護者の方も是非遊びに来てください。
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<ボーイ隊>

<ベンチャー隊>

活動報告

6/11

隊会議 あんさんぶる荻窪
小野里、枚田、渡辺
サイクリング PJT 計画
6/18
隊会議 荻窪地域区民センタ
小野里、枚田、冨永、大杉
サイクリング PJT 計画
6/19
VS 向け救急法講習会事前訓練
築地本願寺和田堀廟所
冨永、渡辺
6/26,27 ボーイスカウト救急法講習会 桃井第 3 小学校
26 日 枚田、冨永、渡辺、大杉
27 日 枚田、冨永、渡辺

6/26 ｽｶｳﾄ救急法講習会（参加：横田、枚田）
<今後の予定>
7/17～19 夏ｷｬﾝﾌﾟ(日程変更の可能性あり)
7/24

15NJ 全体集会、派遣隊壮行会

8/ 1

15NJ 出発式、出発

8/ 1～9

15NJ 静岡県朝霧高原

<ローバー隊>
今後の予定
7 月 10 日 隊集会

２０10 夏キャンプ

7 月予定
7/10、12

７月２５日

キャンプ出発式

隊会議

午前 9 時

白山神社

ビーバー隊

カブ隊

ボーイ隊

ベンチャー隊

ローバー隊

８月２1 日

8 月 6 日から 9 日

8 月 1 日から 9 日

8 月 1 日から 9 日

（未定）

デイキャンプ

｢道志渓谷ｷｬﾝﾌﾟ場｣

第 15 回日本ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ

第 15 回日本ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ

都立小金井公園

に 2 名参加

に 1 名参加

8 月サイクリング PJT

夏キャンプは山梨

実施

山中湖方面

方面で実施予定

〈団委員会〉 6/25(金) あんさんぶる荻窪
竹之内、大島、高木、山村、山中

〈東連 ・地区〉

次回 団委員会 7/30(金) 20：00～22:00
あんさんぶる荻窪
〈団会議〉 7/3(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 大島、高木、山村、山中
次回 団会議

7/ 3 地区円卓

セシオン杉並

7/ 8 15NJ 実行委員会

あんさんぶる荻窪

7/11

セシオン杉並

15NJ 保護者説明会

7/22 地区委員会

あんさんぶる荻窪

7/24 派遣隊全体集会・壮行会

大宮八幡ｽｶｳﾄの森

9/4(土) 9:00～12:00

7 月 18 日 19 日 おぎくぼセンター祭り
みなさん！ また

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております

ご協力をよろしくお願いします。

mail：takesan@muj.biglobe.ne.jp
団委員長 竹之内 實 広報担当 高木 誠
-2-

