日本ボーイスカウト東京連盟
あすなろ地区 杉並第八団 －団報－
登録 No.15-14-01-008
[本部] 東京都杉並区本天沼 1-27-16
竹之内 實
第 355 号

[2012 年 9 月 10 日 発行]

[mail] takesan@muj.biglobe.ne.jp
[H P ]

2012

夏キャンプ

<ビーバー隊> 活動報告
8/18（土) 『デイキャンプ～多摩川水遊び』
参加スカウト：鈴木、見学１組 府中市多摩川親水公園
あいにくの空模様でしたが、元気に「多摩川水遊び」を楽
しみました。
荻窪から電車→徒歩にて「府中市多摩川親水公園」へ
移動、到着後、準備開始。（府中市多摩川親水公園は、
多摩川の河川敷にある、多摩川の流れをミニチュア化し
たせせらぎのある安全な公園です）
開会セレモニー後は、お待ちかねの「ミニチュア多摩川」
にて水遊び。
次に「スイカ割り」を楽し
んだ後、雨が落ちてきたた
め、「食堂タープ」にて、
甘くて美味しい「スイカ」
をたくさん頂きながら小休憩。

雨上がり後の「午後プログラム」では、「かえる」を捕まえ
たり、多摩川上流→東京湾
までの「川下り？」も楽しみ、あい
にくの空模様でしたが、夏の自然を
満喫した一日となりました。

最後に、ご奉仕いただきました
団関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
ビーバー隊 9 月の活動予定
9/16(日) 「ユニセフ募金＆カントリー大作戦」
9/30(日) 「上進入隊式」
上荻児童館

<カブ隊>

http://www.sugi8.org/

特集号
活動報告

8/3(金)～6(月) 夏キャンプ
長野県茅野市 白林台キャンプ場
1 組 塩澤、江澤、花輪、佐々木
2 組 澤田、馬目、佐藤、速水
１日目
荻窪駅から電車に乗って出発。途中立川駅で特急あずさ
に乗り換え茅野駅に到着。そこから路線バスに乗り、蓼科
湖前のバス停で下車。湖畔を歩いていきキャンプ地の「白
林台キャンプ場」に到着。貸切状態のキャンプ場で開村
式をやり、自分たちの寝起きするバンガローを決め、皆で
昼食を食べました。

午後は、蓼科湖周辺の散策
に出発。二人ひと組と大人
一人で手漕ぎボートに乗り
蓼科湖を楽しみました。最
初は、なかなか前に進みま
せんでしたが、徐々にコツ
を掴みなんとか目標に向かって進むことが出来るようにな
りました。
その後蓼科湖畔の散策路
を組毎に歩きキャンプ場
に戻って、おやつを食べ
ながら地図を作成しまし
た。夕食時組毎に作った
地図を発表してもらい、
両組とも素晴らしい地図
が出来上がっていました。
日が沈み辺りが暗くなって
きたところで皆で星座観察
をしました。東京と違い沢山
の星が観られて、夏の大三
角形や北斗七星・北極星等
を観ることが出来ました。
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２日目は、ハイキングに行きました。キャンプ場の近くのサイクリ
ングロードを歩いていき、まずは横谷峡に到着。そこから乙羽滝
～霜降滝～屏風岩～王滝と歩いていき無事終着の横谷観音
に到着。そこでお昼を食べて絶景の眺めを組毎にパノラマスケ
ッチをしました。
その後元来た道を戻り、キャンプ場に到着後近くの川で川遊び
をしました。水がかなり冷たかったですが、皆我慢して川遊びを
堪能しました。夕食時は、ハイキングで描いたパノラマスケッチ
と前日発表した蓼科湖周辺の地図を手伝いに来て頂いた保護
者の方々に発表。前日よりも発表が上手くなっていました。
日が沈んでから、待ちに待った（？）ナイトゲーム（肝試し）を行い
ました。竹之内団委員長から身の毛もよだつ怖い話を聞き一人
ずつ出発。あちこちから悲鳴が聞こえる中なんとかゴールに到着
しました。
３日目
午前は、６月の隊集会で作ったペットボトルロケットを飛ばしまし
た。皆いろいろと工夫をしていて、デザインも個性が出ていまし
た。ロケットに水を入れ発射台にセットをし、自転車の空気入れで
圧をかけトリガーを押すことでロケットを飛ばす仕組みになってい
ますが、スカウトはなかなか圧をかけることが出来ませんでした。
そして、ロケットの飛距離とキャンプ場中心にあるキャンプファイヤ
ーの薪の近くに飛ばすニアピンの２つで競技し、飛距離部門は、１
位佐藤君、２位花輪君、３位澤田君で、ニアピン部門は、１位花輪
君、２位澤田君、３位佐々木君という結果になりました。
午後は、再び川遊びをやり、冷たい水の中水かけ合戦や我慢大
会をやるなどして、冷たい水遊びを満喫しました。その後キャンプ
場に戻りスイカ割りをやりました。目隠しをやり５回転してスター
ト。組みの仲間の誘導でスイカを目指して歩いていき、佐藤君、

おばけの正体？実はお父さん達

馬目君、澤田君、江澤君と馬目君の妹の美沙都ちゃんがスイカを当てることが出来ました。また、くまスカウトは、応援に
来て頂いた儘田ボーイ隊長の指導のもとドームテントの建て方と片付けの仕方を教わり、一生懸命やっていました。
夜は、キャンプファイヤーを近年では多い人数でやりました。象さんと蜘蛛の巣やしゅうまいジャンケン、竹之内団委員長
の赤い靴、高木副団委員長の鬼のパンツ、大島副団委員長の弁慶、儘田隊長の猛獣狩り、それに各組毎に考えたスタ
ンツ等で大いに盛り上がりました。
４日目
最終日は、雨が少し降る中まず４日間お世話になったバンガローを掃除し、広いキャンプ場をいっぱいに使ってごめんち
ゃいジャンケンをやりました。そして、あっという間に閉村式。その時には雨はあがっていました。
閉村式では、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
になり表彰されました。
２組も仲間同士でよく協力しあいよく頑張
っていました。また、組を良くまとめ最優
秀組を取るために頑張った１組の組長の
塩澤君が最優秀スカウトとして表彰されました。
帰りは、蓼科湖から茅野駅までバスそこから各駅停車の電車に乗り、茅野～甲府～高尾～荻窪と帰ってきました。４日
間の疲れからか殆どのスカウトが爆睡していました。
今回は、様々なことが出来スカウト達はおおいに楽しめたことと思います。どのスカウトも今回の経験はきっと今後につ
ながると思います。組の仲間と協力し助け合い時には楽しく、時にはつらいこともあったでしょうが有意義な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、竹之内団委員長をはじめ各団委員、儘田ボーイ隊
長、また食事を作って頂いた喜洛亭の伊藤さんに、
カブ隊 9 月の活動予定
心から感謝いたします。
9/16(日) 隊集会 ユニセフ募金・カントリー大作戦
本当にありがとうございました。
9/30(日） 上進・入隊式
上荻児童館
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くまキャンプ 8/25(土)～26(日) 地蔵山にてくまキャンプを行いました。くまからの上進は６団、８団共に
５名づつが予定されており、ボーイへの移行を円滑に行う目的でくまスカウトの為の訓練を行いました。
両団とも完全参加は４名づつで
二班に分かれ先ずはテント･ター
フを張り、早速立ちカマド作り。
角縛り、筋違縛りを班長の崎谷
君・澤田君が率先して実践。他の
班員にも早速教えるほど習熟。
その後、火熾し、料理と進み、
角縛りはきちんと揃えて・・
自分で炊いたご飯は美味しいぞ！
上班やリーダーの指導もあり、美味しいカレーライスが出来上がり、旺盛な食欲を見せていた。
ナイトゲームは「忍び寄り」。スカウトには大変好評で、藪の中を走り回ったため、汗と蜘蛛の巣にまみれたにも拘らず楽
しそうでした。８団では島津君が表彰されました。
二日目は先ずロープワークでは今までの復習。なんとなく覚えているため、一人で結ぶと出来たり、出来なかったり。今
後は全ての結び方をしっかり覚えて、何時でも間違いなく出来るようにすることが課題となった。その後手足を使っての
計測を実施し、撤営となった。帰路、暑い最中地蔵山より多摩動物センター駅まで３０分かけて歩き、無事スカウトハウス
解散となりました。
皆元気で、歌も大きな声で歌っており、９月以降のボーイ隊での活動が楽しみです。 （儘田記）

<ボーイ隊> 活動報告
8/ 9(木)-13(月) 夏キャンプ（8 団・6 団合同）
山梨県金峰山荘キャンプ場
ボーイ隊は一年間の活動の成果発揮を目的に、山梨県甲州勝沼の乙女湖畔にある標高１５００ｍの金峰山荘キャンプ
場にて４泊５日のキャンプを実施しました。チームワークの確立を重点目標とする一方、技術的には地図とコンパスを用
いて自らの力でハイキングが出来るレヴェルを目指しました。
１年目のスカウトは未だ無駄な動きが多いものの、７月のトレーニングキャンプの成果もあり、次第に班として有機的に
機能するようになり、点検の評価も最終的には合格点が出るほどの高得点となりました。地図とコンパスの訓練もあり今
回は２回登山を決行。最初は１１日の小楢山（１７１３ｍ）、次は１２日の金峰山（２５９６ｍ）でした。金峰山登山では前日
麓でビバークをしたのですが、夕食時頃より雨が降りだし、８時の就寝時には土砂降りとなり、計画の変更を覚悟したほ
どでした。所が雨は夜半には上がり、翌朝５時起床時には快晴、予定通りの登山となり、往路富士山がきれいに見えま
した。全員無事頂上まで到達、午後にはキャンプ場まで戻りました。
定例の立カマド・料理台等のクラフト作りや火起こし、料理、設営・撤営以外にも、今回は長い夜道を辿るナイトゲーム、
冷たい水の川遊び、６団くまスカウトの一部参加、６団カブとの合同大営火など、多彩なプログラムで楽しく訓練をこなし
た５日間でした。
来年唯一の GB となる篠田君も次第に指導力を強く発揮し、「チームワーク」の重要性とその具体的な実践を身をもって
学んだキャンプでした。彼は来年に向かって、６団からも期待されています。

得意のクラフト完成

先ずは小手試し、小楢山へ

うむ・・・美味く出来たぞ

冷 水 三 銃 士

金峰山麓で前日ビバーク
雨の中の夕食

頂 上 に て
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それにつけても暗くて怖いネ～

土砂降りの雨もあがり
朝日岳へ

本 命 ！

金 峰 山 頂 上

オリンピックに因んだスタンツ

大 営 火 点 火

ボーイ隊 9 月の活動予定
9/30(日） 上進・入隊式
班長・次長による国旗掲揚

見よ、この大自然

上荻児童館

〈団委員会〉
8/31(金) 20:00～22:00 あんさんぶる荻窪第１会議室

<ベンチャー隊>
活動なし
活動報告

団委員：竹之内、大島、高木、山村、山中

今後の予定

次回 9/29(土)育成会総会終了後

荻窪地域区民センター

〈団会議〉
9/1(土)

19:30～21:30 荻窪地域区民センター

BVS:篠田 CS:山中 BS:儘田

隊会議(日程未定)

<ローバー隊>
活動報告
活動なし
今後の予定

団、隊奉仕

VS:宮崎 RS: ―

団委員：竹之内、大島、高木、山村、山中

＜東連 ・地区＞

次回 10/6(土)19:30～21:30

9/6（土） 地区円卓 中野ゼロホール

荻窪地域区民センター

〈今後の予定 〉
9/7（金）・8(土)

白山神社清掃奉仕

9/14（金） 理事会

スカウト会館

9/20（木） 東連ｺﾐｯｼｮﾅｰ会議

スカウト会館

9/21（金） 地区委員会

あんさんぶる荻窪

9/29(土) 育成会総会 ＡＭ 荻窪地域区民センター

9/23（日） 「ボーイスカウト講習会」西荻地域区民センター

9/30(日) 上進入隊式 ＡＭ 上荻児童館

9/27（木） 地区協議会

あんさんぶる荻窪

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

