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《上進式・入隊式》
9 月 26 日(日)

上荻児童館
BVS→CS3 名、CS→BS
1 名、VS→RS1 名がそれ
ぞれ元気に上進・入隊し、
新年度の活動がスタート
しました。
式典には今年度も BS 隊
が一緒に活動する、杉並
6 団の BS 隊スカウト、
リーダーにも、参列いた
だきました。

山村育成会長が議長となり、総会議事進行
しました。今年度ＶＳ隊の隊長に宮崎氏、
副長に山田氏が任命されました。
別役氏はＲＳ隊副長となりました。
みなさんよろしくお願いします。

<ビーバー隊>

活動報告

9/12『ユニセフ募金・カントリー大作戦＆ビックビーバー追い出し』
参加スカウト：江澤、花輪、佐々木 荻窪駅周辺・上荻児童館
９月恒例の『ユニセフ募金・カントリー大作戦＆ビックビーバー追い出し』を行い
ました。ユニセフ募金ではカブ隊・ボーイ隊のお兄さんと一緒に大きな声で募金を
呼びかけ、ちょっぴり世界の恵まれないお友達のために役立つことができました。
カントリー大作戦では荻窪駅周辺の空き缶・ゴミ拾い奉仕を行い、町の美化に取り
組みました。昼食後は、ビッグビーバー送別会のケーキパーティ。楽しかった思い
出ばかりで寂しいけれど、みんなで元気に『追い出し』を行いました。

9/26『上進入隊式・基本訓練・保護者会』
参加スカウト：江澤、佐藤、花輪、佐々木 上荻児童館
ビックビーバー江澤君、佐藤君、花輪君が上進しました。カブスカウト
の『やくそくとさだめ』も、みんなの前で立派に言えました。これから
もみんな仲良く助け合い、スカウト活動を楽しんで欲しいと思います。
ガンバレ、ビーバー！！

今後の活動予定
10/11
募集イベント
善福寺川緑地公園
10/24
あすなろ地区楽しい歌とゲームの教室
11/ 7
友情交歓会
11/23
奥多摩寿楽荘奉仕
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<カブ隊> 活動報告
9/12 隊集会
１組 篠田,石井,島津,澤田 全員集合 ２組：定塚,植田,塩澤,馬目 全員集合
午前：ビーバー、ボーイと一緒にユニセフ募金およびカントリー大作戦を行いました。
午後：保護者会にて新年度の組み分け発表とデンリーダー、デンリーダー補決定。１組は江澤さ
ん（父）がＤＬ、馬目さんがＤＬ補に、２組は花輪さんがＤＬ、佐藤さんがＤＬ補にそれぞれ決定し
ました。一年間、どうぞよろしくお願いいたします。
スカウトはその間カブブックを終了、その後卒業するくまスカウト、篠田君と定塚君の追い出しを
行いました。この日ばかりは（？）デラックスなケーキをいただき、２人には寄せ書きと、隊長から記
念品が贈られました。最後のセレモニー終了後、組旗につけていた一年間の表彰リボンを分けて
持ち帰りました。
9/26 上進入隊式
１組 石井,島津,馬目,江澤 全員集合 ２組：植田,塩澤,澤田,佐藤,花輪 全員集合
カブ隊には、ビーバーから 江澤君、佐藤君、花輪君が上進してきました。３人とも大きな声でカ
ブ隊の約束とさだめを隊旗に誓い、隊長からカブ隊のチーフをもらって、無事入隊となりました。こ
れから３年間、元気に楽しく活動していこう！！
また、カブ隊からは篠田君がボーイ隊に上進しました。隊長からは、「もうカブ隊で君に教えること
は何もない。これからもボーイスカウト活動を通じて成長し、社会に貢献できる立派な社会人に
なることを期待します」という最大級の賛辞と贈る言葉をいただき、制服姿も清々しいボーイ隊の
一員となりました。上進を心からお祝いします！！そして近い将来、カブ隊にデンコーチとして来
てくれることを楽しみにしています。
今後の活動予定
午後の隊活動では、組み分け発表と基本訓練、それにゲームを行い、今年度
10/11 組集会（募集イベントに参加）
初の勝利組は１組が獲得しました。
10/24 隊集会：あすなろ地区合同集会「楽しい歌とゲームの教室」に参加
10/30-31 くまキャンプ（くまスカウト２名のみ：大宮八幡スカウトの森）に参加
11/7

友情交歓会に参加＝ご家族で参加ください。楽しい秋の一日を過ごしましょう。

11/23（火・休日） 寿楽荘奉仕

<ボーイ隊>

<ベンチャー隊>

活動報告

9/1

9/19 班集会(6 団ｽｶｳﾄﾊｳｽ 参加：枚田)
年プロ会議
9/26 上進入隊式(参加：枚田、篠田)・班集会
8 団の上進入隊式に、今年は６団の古川隊長、
岸本副長、ｽｶｳﾄの朝倉君、猿田君が参加して
くれました!!
上進入隊式の後は
集会年ﾌﾟﾛの最後
の仕上げを行いま
した。
<今後の予定>
10/3 杉並 6 団上進入隊式
10/10 班集会 ﾊｲｷﾝｸﾞ企画
10/24 隊集会 ﾊｲｷﾝｸﾞ
10/30、31 あすなろ地区 GB 合同訓練

9/10

隊会議 あんさんぶる荻窪 小野里、枚田、渡辺、冨永
プロジェクト報告書作成
隊会議 あんさんぶる荻窪 小野里、渡辺、枚田
新プロジェクト企画立案

9/12

杉並地区ＶＳフォーラム 小野里
テーマ「森を守る」
10/16～17 東連ＶＳフォーラムへ小野里スカウトが代表として参加

10 月予定
10/1.8
10/24

隊会議

10/16 東連ＶＳフォーラム(小野里)

測候章講習会(小野里・枚田)

<ローバー隊>
今後の予定
10 月 9 日 隊集会
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<15NJ 感想文 >
第 15 回日本ジャンボリーに参加した 3 人のスカウト諸君の感想文を紹介します。この貴重な体験を生かし、
後輩スカウトのお手本になるように、元気にスカウト活動を続けてくれることを期待しています。

< BS 隊 横田達也 >

< BS 隊 枚田尚樹 >

9 日間と長いキャンプで大変でした。でも他の県の人
と話をしたり、交歓会があってよかったです。開会式
や閉会式、ジャンボリー大集会では人の多さや規模の
大きさに驚きました。
事前課題作文では、他の県の人とたくさん交流した
いと書いたことを覚えていますが、初めの内はびびっ
ていて交歓会でもほとんど話をしていませんでした。
2～3 回目の交歓会の時には積極的に参加しましたが、
目標としていたほどしっかりとは話ができなかったと
思います。
(反省点・改善点)
・個人装備の整理ができず、物の場所が分からなく
なる時があった。
・雨漏りがあった。
・班の仲間とあまり仲良くできなかった。

僕はこの日本ジャンボリーを通して貴重な経験ができまし
た。ジャンボリー大集会では岡田元監督の話が聞けたことに
は感激しました。他にも色々と面白いことがありました。
9 日間という長い日程でしたが、現地で面白い友達や海外ス
カウトなど色々な人達と触れ合いができて、とても充実した
経験ができました。この経験を他のことにも活かしていきた
いです。
(反省点・改善点)
僕の班の改善点、反省店は、まず時間を守れなかったことで
す。時間を守ることは、社会に出ても重要なことだと思うの
で、プライベートでも直していきたいです。その次にはチー
ムワークの問題です。班長や次長の指示が聞けなかったり、
班員が速く行動しなかったりしたことが原因です。これを踏
まえて、僕はこれからのキャンプをこのようなことがないよ
うにしていきたいです。

< VS 隊 渡辺悠一郎 >
世界中のスカウトと交流し、一緒に楽しむことのできる最高の大会でした。日を経るにつれて心にゆとりができた
のか、テンションも上がってきて、交歓会や各種プログラムを楽しむことができました。特にジャンボリー大集会は
世界中のスカウトが同じ楽しさを共有していることが実感できて、パフォーマンスだけでなく、スカウトの仲間達が
一斉に笑顔で拍手する姿にも感動しました。
自分の得意技を発揮できたり、世界の現状を知ることができる多彩なプログラムも楽しかったです。
(反省点・改善点)
ベンチャースカウトとしてもっとボーイ隊をうまくまとめることができればよかったです。ついつい自分や自分の
班のことに精一杯になってしまうことが多かったので、常に広い視野で活動できるようになりたいです。また、私物
の管理が甘かったのも反省点です。しょっちゅう何をどこにやったか分からなくなるのはとても困ったので、そこも
改善しなければと感じました。

竹之内、大島、高木、山村、山中、廣瀬

〈東連 ・地区〉
10/ 7 地区円卓

あんさんぶる荻窪

次回

10/17 中間登録審査会

あんさんぶる荻窪

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

荻窪地域区民センター

10/22 地区委員会

あんさんぶる荻窪

〈団委員会〉 9/24(金)
団委員会

荻窪地域区民センター
10/29(金) 20：00～22:00

〈団会議〉 10/2(土)

BVS 篠田 CS 大杉 BS 渡辺 VS 宮崎 RS 山中

10/24 楽しい歌とゲームの教室 善福寺川緑地公園

団委員 竹之内、大島、高木、山村、山中

10/30-31 ＢＳグリーンバー訓練

次回

団会議

11/27-28 指導者研修セミナー 秋川荘

11/6(土)9:00～
荻窪地域区民センター

10/11(月)「親子で遊ぼう」募集イベント
10/16(土)「おもしろ縁日」滑車奉仕

桃井第二小

10/17(日)「天沼集会所祭り」屋台出店

《友情交歓会》
11/ 7(日)

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております

9：00 から 15：00

mail：takesan@muj.biglobe.ne.jp

楽しい企画がいっぱい！

団委員長 竹之内 實 広報担当 高木 誠

家族そろって楽しみましょう! 待ってます！
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