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三指 卯年、あけましておめでとうございます

http://www.sugi8.org/

団委員長 竹之内 實

今年１月７日で杉並８団も満４２歳となりました。人間社会では働き盛り、幹部クラスに
まっしぐらと云う年代でしょうか。家庭に於いては子育ての大事な時期、会社に於いては上
と下に挟まれて責任の重い頃だと思います。スカウト運動ではどうでしょうか。リーダーと
しての責任感、スカウトからみた「お手本」として自己研鑽に励んでいるでしょうか。マン
ネリになってはいないでしょうか。
スカウト人口が激減している現代、なにか良策はないのでしょうか。百余年の歴史、ある
いは４２年前の八団の発足時の理念を振り返って、先人の偉業から学び取る謙虚さをもう一
度思考しようではありませんか。主役は子どもたちです。次の日本・世界を作り上げていく
大事な若葉です。立派に成長していくように私たちリーダーは責任と誇りを持って対処しなければなりません。
その姿勢が子供たちの親御さんたちに受け入れられ、
「うちの子を預けてみよう」と云う説得力になるのだろう
と思います。
ウサギとカメの童話は誰でも知っているお話です。今年はウサギ年と云うことで新聞もＴＶも飛躍の年とは
やし立てています。確かに国際情勢・経済情勢・国内政治どれも閉塞状態です。飛躍したいです。
でも、はしゃぎ過ぎて、有頂天になって、少しくらいはのんびりしてもいいだろうとサボッているとカメさん
にぬかれてしまう。そんなウサギさんではなく、耳をピンと立て大きな目を見開いて周りの状況を敏感に判断
する、スカウティングにいちばん必要な条件ではないでしょうか。
カブスカウトもウサギから始まります。そしてシカ・クマ・・・菊スカウト・富士スカウトと進歩していき
ます。私たちリーダーも原点（ウサギ？）に還って足元を見詰め直しましょう。

<ビーバー隊>
12/ 5

活動報告

秋冬の自然観察

井の頭公園

参加スカウト： 佐々木、速水
穏やかな初冬の晴れ間、井の頭公園にて『秋冬の自然観察』
を楽しみました。午前のプログラムでは、茶褐色に色づいた
ラクウショウ、黄色のジュウタン（銀杏の葉）を観察しなが
ら『動物クイズ』に挑戦、フェネック・はな子（アジアゾウ）
・
12/19
クリスマス会・保護者会 上荻児童館
リスなどたくさんの動物にも会うことが出来ました。
紅葉の彫刻館前での昼食後は、小枝や落葉を使ったスケッチ 参加スカウト： 佐々木、速水、見学 １組
にも挑戦、秋冬の自然を満喫した１日となりました。
本年最後の隊集会は『クリスマスにちなんだ工
作とクリスマス会』を楽しみました。工作では
『クリスマスモビール』作りに挑戦、バランス
調整に苦労しましたが、それぞれステキな作品
が出来ました。
クリスマス会では『ドーナツパーティ＆作品発
表会』で大いに盛り上がりました。
今後の活動予定
1/16
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お正月あそび

上荻児童館

<カブ隊> 活動報告
12/5 組集会・保護者会 上荻児童館
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
全保護者がお集まりいただき、10 月からの活動を振り返っ
ての感想や、今後の活動について懇談形式の保護者会を
行いました。また、「親子で遊ぼう」のチラシについての活発
なご意見もいただき、団にもとても参考になりました。
組集会では、「動物さがしゲーム」などで、大いに盛り上がり
ました。

12/18（土）ナイトハイク
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

デンコーチ篠田君参加。
厳冬の夜でしたが、ナイトハイク「スカイツリーを目指
せ！！」に全スカウトが集合しました。
15：00 に集合したスカウトは皆完全な防寒態勢。東西線「茅
場町駅」で下車し、隅田川に出ます。早速隊長から、ここに
架かる永代橋にまつわる問題を出題。これには自らを＜歴
史好き＞と言う２組
の植田組長が、見
事に正解。個人賞
をゲットしました。
そうこうするうちに
橋にはブルーの照
明が点灯３１０年前
のエピソード（12/14
赤穂浪士の討ち入
り）を胸に、橋上での記念撮影後、隅田川沿いに北上を開
始しました。正面にはスカイツリーが見え、スカウトからは
「近い近い」という余裕の声が出ましたが、さてどうなること
やら・・・・・・・。
次の清州橋では、笹井副長から、問題の内容が後から明か
されるという難問に四苦八苦。しかし、さすがにデンコーチ
は笹井副長の出しそうな問題を予想していたようですね。清
州橋のピンクのランプの数は、７４個のところ７２個と回答し
た１組の勝利となりました。さて、これを何とかクリアーした
スカウトでしたが、次の浜町公園では更なる荒行が待ち受
けていました。足裏イボイボ公園リレー～～～（ドラエモン風
に読んでください。）デンリーダーさんも必死にリレーに参
加。夜の公園にスカウトの歓声と悲鳴（？）が鳴り響きまし
た。（幸い近所には住宅はありませんでした。）記録は、リレ
ーのタイム 1 組 3 分５秒、2 組３分２０秒で、1 組の勝利とな
りました。
カブ弁を済ませたスカウトが次に向かったのは、両国橋。隊
長から両国橋の出来た理由や名前の由来の説明を受ける
と、うさぎスカウトの花輪君から、「隊長、ここで（明暦の大火
で亡くなった方のために）お祈りをしましょう」という声があが
り、一同、黙とうを捧げました。

さて、ここではいよいよ本日のメインのゲーム〈歩測〉です。
実際の長さ 164.5M に対して、スカウトの回答は 104ｍから
229M までやたら幅広いものでしたが、
うさぎスカウトの佐藤君が 167.1ｍの回答で見事個人賞をゲ
ットしました。また、組ごとに相談した橋の幅では、正解２４
ｍのところ２５ｍと回答した 2 組が勝利しました。（1 組の１３
ｍという回答は、片側か何かの勘違いだったようですね。）
その後、両国駅周辺で、お相撲さんの像との記念撮影をす
ませたスカウトは、
いよいよまっしぐら
にスカイツリーへ向
かいます。駒形橋
あたりまでくると、
後ろから「足が痛い」
とか「もう無理」とか
いう声も聞こえ始め
ましたが、隊長は
もちろん、お構いなしに歩を進めます。そして予定より少し
早い２０：００頃、ついにスカイツリーのふもと、「業平橋」に
到着。しばしツリーをみあげて感慨にひたりました。近くの公
園でおやつとトイレを済ませ、浅草まで最後のひと歩き。

駒形橋で記念撮影後セレモニーの表彰を行い、地下鉄で荻
窪へ戻りました。とても寒い夜で、歩いた距離も７ｋｍ以上に
はなったと思いますが、スカウトたちは元気に歩きとおし、ま
たゲームにも盛り上がり、とても楽しいナイトハイクになった
と思います。デンコーチの篠田君や、デンリーダーの江澤さ
ん、花輪さん。それにお手伝いいただいた石井さん、植田さ
ん。しんがりを固めてくださった山中ＲＳ隊長、そして保護者
参加でご一緒いただいた澤田さん、皆さまのご協力で無事
ナイトハイクが終了出来ました。隊長としてこころからお礼
申し上げます。
平成 22 年の活動はこれで全て終了となりました。「スカウト
のために」ご奉仕いただいた多くの方々のご支援・ご協力が
あって楽しい活動が展開できました。
隊長として皆様に心から感謝いたしております。
本当にありがとうございました。
また今年もカブ隊をどうぞよろしくお願い申しあげます。
<今後の予定>
今後の活動予定

1/9 組集会
1/9 組集会

1/16 隊集会 野外料理
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1/16 野外料理

<ボーイ隊>

<ベンチャー隊>

活動報告
12/12 班集会(6 団合同、参加：横田､篠田)
ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの訓練を行い、横田がﾏｽﾀｰﾊﾞｯｼﾞ、
篠田がﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｯｼﾞを取得しました。
12/26 年忘れﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会(6 団合同、参加：横田)
6 団 BS 隊恒例の年忘れﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会に参加し
ました。当日は、両団 BS 隊と 6 団ﾍﾞﾝﾁｬｰ隊、

活動報告
12/17 隊会議（あんさんぶる荻窪）
秋ハイキング報告
小野里・枚田・冨永
12/23 隊会議（ガスト荻窪店）
冬ハイキング企画、雪中キャンプ企画
枚田・ 小野里・富永
12/27 隊会議（あんさんぶる荻窪）
冬ハイキング企画立案、雪中キャンプ企画立案
小野里・枚田・冨永

8 団からは竹之内団委員長も参加して得点を

1月

競いながら盛り上がりました。横田君は栄え

1/ 6

隊会議

ある(？)ｶﾞｰﾀｰ賞、団委員長は 157 点のﾊｲｽｺｱ

1/16

ハイキング下見

をﾏｰｸし、我が８団は赫々たる成果を上げまし

1/22
1/30

隊会議
ハイキング 高尾山

た！！ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの後は、ｽｶｳﾄが食材買出しを
行い、ｽｶｳﾄﾊｳｽでｽｶｳﾄが作ったｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁを
ご馳走になりながらﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの成績発表、授賞
式を楽しく行いました。

<ローバー隊>
今後の予定
1 月 15 日 隊集会

〈団委員会〉〈団会議〉 合同開催
1/8(土)

あんさんぶる荻窪

BVS 篠田 CS 大杉、笹井 BS 渡辺、儘田
VS 宮崎、山田 RS ―
団委員 竹之内、大島、高木、山村、山中、伊藤
次回

団委員会

1/28(金) 20：00～22:00
あんさんぶる荻窪第 1 会議室

ﾜｲﾜｲとｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁ作り

次回

団会議

2/

5(土) 9:00～12:00
荻窪地域区民センター第 4 会議室

ﾄﾞｷﾄﾞｷの成績発表

〈東連 ・地区〉
1/ 6 円卓
あんさんぶる荻窪
1/10 登録業務説明会
あんさんぶる荻窪
1/21 地区委員会
セシオン杉並
1/22 東連賀詞交歓会
アルカディア市ヶ谷
1/27 地区協議会
あんさんぶる荻窪
2/11 登録業務・ﾘｰﾀﾞｰの集い 本願寺和田掘廟所
2/27 東京マラソン奉仕
新宿市ヶ谷ブロック
7/30～8/3 TOKYO サマーキャンプ 2011 山中野営場

<今後の予定>
1/9

班集会 ﾊｲｷﾝｸﾞ企画

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております

1/23 隊集会 ﾊｲｷﾝｸﾞ

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