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『デイキャンプ 2010』 小金井公園

参加スカウト： 江澤、佐藤、花輪、佐々木

+ 見学者 1 組

記録的な猛暑も吹き飛ばす『ビーバー隊デイキャンプ
2010』を楽しみました。
総勢２２名による、開会セレモニーからスタート、ゲーム
プログラムでは『犬に負けるな！（嗅覚ポイントハイク）、
スイカ割り、ヨーヨー釣り』で盛り上がり、野外料理では
『おもしろサンドイッチ』作りに挑戦、夕食でコーンスープ
と一緒に美味しくいただきました。夜プログラムでは『キ
ャンプファイヤー』も楽しみ、真夏の野外体験活動『デイ
キャンプ』を満喫した一日となりました。
最後にご奉仕頂きました、団関係者の皆様に心より感
謝申し上げます。

犬に負けるな！ クン クン クン

スイカ割り
甘くておいしかった

おもしろサンドイッチ おいしく できたかな？

最後に隊長から手作りの
オニーのパンツはいいパンツ♪♪

ヨーヨー釣りは大杉カブ隊長と
ジャンケンして勝ったらＯＫ

“ジャンケン ポン！”

水鉄砲でまとあて

記念品をいただきました

今後の活動予定
9/12 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
9/26 上進入隊式、基本訓練
上荻児童館
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<カブ隊> ８/６～９ 夏キャンプ〈道志渓谷キャンプ場〉
参加者 １組：篠田、石井、島津、澤田（全員集合） ２組：定塚、上田、塩澤
１日目
あんさんぶる荻窪からマイクロバスで出発。車内では到着時刻あて、ソン
グ大会、なぞなぞ大会で盛り上がり、車酔いするヒマもなく到着。カブ
弁、開村式に続いて午後のプログラム牛乳パックの「バトルシップつくり」に
挑戦。水着に着替え、完成した思い思いのバトルシップを持って川へ突
撃。バトルや川遊びを思う存分楽しみました。夕食後は小営火。ほんの
り楽しいキャンプ初日の晩になりました。
２日目
爆睡した朝は朝食もおいしくいただき、ハイキングに出発。今日からベンチャー隊の
お兄さんも一緒です。途中動物探しクイズをしながら道志の水源の森ハイキングを
楽しみました。戻ったら昼食づくり。メニューは焼きそばです。くまスカウトはベンチャー
のお兄さんの手を借りながら火おこし。しかやうさぎは洗いものや食材を切る係りな
ど、一年間培ったチームワークで手際よく調理がすすみます。この間、スカウトがトッ
ピングした手作りピザがピザ釜で香ばしく焼きあがり、自慢の焼きそばとともに、楽し
く、そして美味しい昼食になりました。その後、速やかに後片付けをし残った午後の
時間はまたまたスイカ割りや川遊びを堪能しました。ナイトゲームではベンチャーの
指導で「忍び寄り」を楽しみました。暗闇でトーチライトの裏をかきながらゴールに忍
び寄るこのゲームはまさにキャンプでしか味わえないスリリングな興奮でした。
３日目
またまた爆睡した朝、そろそろどのスカウトも食べる・寝る・出すの３拍子が整ってま
すます絶好調です。モーニングゲームに続いて午前はつり橋探検。うわ・・・こんなに
細くて高いんだ！！・・・・つり橋をこえると、そこにはベンチャーがしかけた「けもの」が
スカウトを待ち受けます。またまたその先には「キムス」もあって、今日は体力だけじゃ
勝てないゾということがわかってきた頃探検は終了。地元の「みなもと体験館」でお
弁当のあと、「上り人形」づくりの工作をしました。指導員の方の指導を受けながら
鳥や動物や花など自分の好きな形に材料を電動糸鋸でカットし、紐をつければで
きあがり。あら不思議・・・
下に引っ張ると人形は上へ。なかにはオムライスの上り人形も登場して、スカウトの
個性が発揮された楽しい工作になりました。 キャンプ場へ戻ったら、またまた川遊
び。今日はベンチャーの指導による「救出ゲーム」です。いかだで流されるスカウトを
助けるべく、スカウトロープの先に錘のペットボトルをつけて投げるものの、ロープはあ
らぬ方向に。方向があっているもののあと３０センチ届かなかったり、錘のペットボトル
が飛んだりして大苦戦。これでは救出ゲームにならないゾと思ったところさすがに組
長の投げたロープは一発で救出に成功！！さすがにくまスカウトだね。いいところを
見せました。
一日活動して夕食もいただいた後はいよいよキャンプファイヤー。リーダーや団委員
の十八番の間にスカウトのスタンツやソングも楽しく、たちまちの１時間でした。ファイ
ヤー後はキャンプ場のご好意で貸切の岩風呂で一日の汗を流し、キャンプ最後の
夜は静かに更けていきました。
４日目
モーニングゲームでは前日つくった上り人形の競争とデ
ザインコンテストをたのしみました。楽しかった４日間も
たちまち過ぎ、閉会セレモニー。今年は組長のリーダー
シップのもと、ゲームの勝敗ばかりでなく、生活面
（日々の改善など）でも頑張った１組が最優秀組に選
ばれました。また、初日は２人、２日目から３人と人数
が尐なかったものの、尐しでも楽しくキャンプを過ごそう
と組長を中心に果敢に頑張った２組も大奮闘組とし
て表彰されました。帰りのバスはまたまた大なぞなぞ大
会となり、これまた車酔いするヒマもなく、全員が無事
に荻窪に帰着しました。

水源の森ハイキング

窯焼きピザ

つり橋ユラユラ揺れる！

キムス

電動糸のこで人形作り

救出ゲーム

♪アブラハムには 7 人の子♪
♪みーんな楽しく遊んでる♪
♪ さあ 踊りましょ!！♪
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1 組おめでとう ウオーｳｵｰｳｵｰ！

今回のキャンプでは、大いに実力を発揮した
スカウト、何とかしようともがき苦しんだスカウ
ト、大きなことが出来るようになったスカウト、
小さなことが出来るようになったスカウトいろい
ろだったと思います。どのスカウトもこの経験は
きっと今後につながると思います。また、あると
きは自分の個性をのびのびと発揮し、あるとき
は組のために我慢して協力しあい、有意義な
３泊４日をすごすことが出来たことと思います。
キャンプにご協力いただいた、保護者の
方々、デンリーダーさん、団委員、各隊リーダ
ーの方々、そして楽しい時を演出してくれたベ
ンチャースカウトに、隊長として心から感謝いた

活動予定

します。本当にありがとうございました。

9/12 隊集会 ユニセフ募金＆カントリー大作戦 及びくまの追い出し
9/25 上進・入隊式

大杉。

<ボーイ隊>

8/1～9 第 15 回日本ジャンボリー（参加：横田､枚田）

静岡県富士宮市朝霧高原

富士山の麓、かつて世界ジャンボリーと日本ジャンボリーが開催された伝統の地である朝霧高原で第 15 回日本
ジャンボリーが開催されました。8 団のスカウト 2 名は立派に 8 泊のｷｬﾝﾌﾟをこなし無事に元気に帰って参りました!!
朝霧高原は、その名前の通り晴天と霧・小雨を１日の間に繰り返す天候でしたが、朝晩の気温は過ごし易く、樹木
と草原に包まれた素晴らしい環境でした。
2 日の開会式には皇太子殿下もお見えになり､以前参加された日本ベンチャーで、スカウトと一緒に富士登山を
されたことを懐かしんでおられました。5 日に同じくアリーナで開催されたジャンボリー大集会にはサッカー日本
代表の岡田元監督から、母国を誇りに思う気持ちの大切さについて話があり、スカウト達の胸に強い印象が残った
ことと思います。
スカウト達は全部で 6 個のプログラムの中から、1 日 2 個のプログラムを選択して様々な経験をしました。
「地球
開発村」では世界の難民問題、食料問題やエイズ問題などについて学んだり、「冒険と自然探求」や「健康と安全」
では日頃培ったクラフトや救護の技術を競い合いました。
あすなろ地区の生活サイト（ｻﾌﾞｷｬﾝﾌﾟ）では、夕刻に合計 3 回の他地区との交流会が開催され、国内のスカウト
やマンチェスター(ｲｷﾞﾘｽ)のスカウトとゲームを楽しみ、互いにＴシャツやキャッフﾟにサインをして友情の印とし
ました。長いようであっという間の 9 日間でしたが、スカウト達は思い出に残る素晴らしい体験をすることができ、
視野を拡げるいい機会を得たことと思います。

霧雨の開会式

レスキューのプログラムサイト
自衛隊の災害復旧体験もしました!!

本部スタッフのサイトも
素晴らしい景色でした

（スカウトと原隊リーダーも現地でﾊﾞﾗﾊﾞﾗになったので、スカウトの写真が撮れませんでした。悪しからず。）

<今後の予定>
9 月以降も杉並 6 団と合同で活動していく方針です。
年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを両団で協議中なので、決まり次第、発表させていただきます。
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<ベンチャー隊>

15NJ 8/1～9 朝霧高原

8/1

事前の数回の集会を得て、望んだジャンボリーでしたが、8 泊 9

8/1～9

8/6～9
8/12

サイクリング PJT 下見及び備品点検
小野里、枚田、冨永
15NJ 朝霧高原
渡辺

渡辺

日の長期の野営をとおして、ともに楽しみ、苦労したことで、また
多くの仲間ができたようです。参加スカウトにとって、今後のスカウ
ト活動での糧となるに違いないと確信しております。

サイクリング PJT 実施展開 道志渓谷キャンプ場
小野里、枚田、冨永
備品整備 宮崎副長宅
小野里、枚田、冨永
隊会議 あんさんぶる荻窪
報告書作成
小野里、枚田、渡辺
サイクリング PJT

9 月予定
9/1

9/10

9/12

8/6～9

小野里、枚田、冨永

隊会議
猛暑の中、約 60Km の

あすなろ地区スカウトフォーラム

荻窪～道志間の往復を
無事に走りきりました。

キャンプ場についてからはカブスカウトのプログラムに奉仕しました。
カブ隊指導者の支援を受けながら、人に教えることの難しさ、準
備の大切さを学ぶことができました。

〈団委員会〉 9/3(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 9/24(金) 20：00～22:00
荻窪地域区民センター
〈団会議〉 9/4(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 10/2(土)18:00～
荻窪地域区民センター
9/7(火)･8(水)

<ローバー隊>
今後の予定
9 月 11 日 隊集会
〈東連 ・地区〉
9/ 2 地区円卓
セシオン杉並
9/12 ベンチャーフォーラム 高円寺中央会議室
9/14 地区組織拡充委員会
あんさんぶる荻窪
9/23 地区委員会
あんさんぶる荻窪
9/30 地区協議会
あんさんぶる荻窪
10/17 ボーイスカウト講習会 大宮八幡ｽｶｳﾄの森
10/24 楽しい歌とゲームの教室
10/30-31 ＢＳグリーンバー訓練

白山神社清掃奉仕

9/25(土)

育成会総会 荻窪地域区民センター

9/26(日)

上進入隊式 上荻児童館

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
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広報担当

高木 誠

