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<ビーバー隊>

<カブ隊>

活動報告

4/28 隊集会 『春の自然観察』 新宿御苑
参加スカウト： 茂山、坂下、杉山
春らんまんの新宿御苑で「春の自然観察」を楽しみま
した。あたたかな陽ざしにも恵まれ、広い園内の「植
物ポイントハイク」では、
「ハナミズキ」
、
「ハンカチ
ノキ」など特色ある花々を観察、リニューアルされた
大温室では、鮮やかな花を咲かせる中に滝と池があ
り、
「オオオニバス」
、
「オヒルギ」など水生植物も観
察することができました。

午後のプログラムでは、
「ショートゲーム」
、
「春のス
ケッチ」を楽しみ、穏やかな春の自然を満喫した１日
となりました。

http://www.sugi8.org/

活動報告

4/14 ６団と合同隊集会 御岳山
１組 花輪、江澤、佐々木、速水
当初予定していた春キャンプが悪天候の為に中止になっ
たので、代わりに６団と一緒に御岳山にハイキングに行
きました。三鷹駅で６団と合流後ホリデー快速に乗って
御嶽駅へ移動。そこから歩いてロープウェイの滝本駅に
行き、ロープウェイに乗って御岳山駅に到着。そこから
ハイキングスタート。まずは、御岳山から日の出山に向
かいました。尾根道を１時間程歩いて日の出山に到着。
そこで昼食を食べました。昼食後、三室山に向けて出発。
なだらかな道でしたが、そこそこの距離があり、頑張っ
て歩いて三室山に到着。そこの岩場で少し遊びました。
その後は、三室山から日向和田駅に向かって下山して行
き、予定の時間より遅くなってしまいましたが無事に日
向和田駅に到着。帰りは、各駅停車の電車に乗り青梅と
立川で乗り換え（電車の中は全員爆睡）三鷹駅で６団と
別れ荻窪駅に帰ってきました。

坂下君、杉山君
小学校入学おめでとう
ビーバー!!

ビーバー隊 5 月の活動予定
12 日
募集イベント
26 日
春のハイキング

善福寺川緑地公園

カブ隊 5 月の活動予定
12 日 募集イベント
善福寺川緑地公園
19 日 ６団と合同隊集会 野川公園
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<ボーイ隊> 活動報告
4 月 7 日 GBM/PM、保護者会
午前中の GBM/PM は、月末に予定されているオーバー
ナイトハイクが議題。企画及び計画書作りを行った。
今回は相模湖駅から景信山へのコースに決定された。
午後は保護者会を開催。お店の関係で出席出来ない一名
を除き 13 名の保護者が参加。4 月の活動予定に続き、5
月連休に行う春キャンプ、5 月 12 日の 6 団バザーや夏
の日本ジャンボリー関連の説明を行った。

ボーイ隊 5 月の活動予定
3－6 日 春キャンプ
於：忍野村
12 日
AM、6 団バザー 於, 桃井第三小学校
PM 8 団募集イベント
19 日
GBM/PM 春キャンプ反省

<ベンチャー隊> 活動報告
4/26 隊会議 技能章挑戦キャンプについて
5/ 2 技能章挑戦キャンプ買い出しおよび積み込み
5/3～5 技能章挑戦キャンプ

4 月 14 日 日本ジャンボリー結隊式
山梨県南都留郡忍野村 昭福荘キャンプ場
善福寺緑地公園に 16NJ 参加スカウトが集合し、鈴木委
参加スカウト 8 団 横田 6 団 森・猿田
員長、村山コミッショナー参加のもと、２隊４班の編成
を行った。その後、各班は班名を決め、昼食を共にしな
がら、お互いを紹介。午後はゲームをして懇親を深めた。
8 団のスカウトも他の団と
仲良く協議

ジャンケンリレー 団隊長は
じゃんけんが強くて困る！

4 月 20 日 春キャンプ準備集会
5 月連休後半に計画されている忍野村でのキャンプに
備えて、備品の点検などをスカウトハウスにて行った。
今回は両班とも家型テントを使用するため、今までのド
ームテント以上に本体、フライ、支柱、ペグなどの再確
認が重要にて、現地到着後戸惑わないように、万全の態
勢を整えた。
4 月 27 日(土)－28 日(日) オーバーナイトハイク
27 日 10 時半頃中央線相模湖駅を出発。明王峠経由景信
山に到着、天気の良い月夜のため、山の中では非常に寒
く、休憩もそこそこに歩き続けました。時間の関係上、
原計画の高尾山口への下山ルートを諦め、小仏峠より相
模湖駅へ下山。6 時過ぎに駅に到着。一年目のスカウト
は多少緊張もあったようですが、結局 7 時間以上の不眠
ハイクを成し遂げました。
。
明け方、朝日そのものは山影で見えませんでしたが、朝
焼けがきれいで、次第に夜が明けてゆく様子をスカウト
たちは自分の目で楽しむことが出来ました。

5/ 9 隊会議
今後のスケジュール確認
今後の予定
5/11 野外工作物作製準備（桃井第三小学校）
5/12 野外工作物作製（午前）

<ローバー隊>
活動なし
活動報告
今後の予定
団、隊奉仕
〈団委員会 〉
4/26(金) 20:00～21:30 あんさんぶる荻窪第 1 会議室
団委員：竹之内、大島、山村、山中、高木、広瀬
次回

団委員会

5/24(金) 20:00～22:00

あんさんぶる荻窪

〈団会議〉
5/11（土） 19:30～21:30 あんさんぶる荻窪第 1 会議室
団委員：竹之内、大島、山村
BVS:篠田
次回

CS:山中 BS: 儘田 VS: 宮崎

RS: 山中

団会議

6/ 1 (土)19:30～21:00

荻窪地域区民センター第 6 会議室

6/1(土)･2(日)「荻窪ハーモニーまつり」あんさんぶる荻窪

会場で義援金募金、屋台出店、ゲームコーナーを
行います。みなさんのご協力をお願いします。
7/6(土)･7(日)「おぎくぼセンター祭」荻窪地域区民センター

屋台出店、ゲームコーナーを行います。
こちらにも、みなさんのご協力をお願いします。

＜東連 ・地区＞
出

発

5/ 9（木）
地区円卓
中野勤労福祉会館
5/18（土）
東京連盟総会
NYC
5/23（木）
地区委員会
5/25（土）26（日） 日本連盟全国大会 高松
5/27（月）
地区各種運営委員会

眠いけど出発

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

明王峠到着

夜明け前

只々黙々と歩く
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団委員長

竹之内 實

広報担当

高木 誠

