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<カブ隊> 活動報告 

 

カブ隊 6 月の活動予定 
1 日・2 日 ハーモニーまつり募金活動 あんさんぶる荻窪 
16 日  ６団と合同隊集会 わらじ作り  西荻北児童館 
 

参加スカウト： 茂山、坂下、杉山 
当日は天候にも恵まれ、スカウトのお友達も参加、 
一緒にバブロケット、ダンスダンスダンスなどの 
ゲームを楽しんだ後は、「おやつ」 
を美味しくいただきました。 
後の「ビーバー隊セレモニー」 

は、イベント参加のお友達も参 
加、 後まで楽しく仲良く活動 
することができました。 

１組 花輪、江澤、速水、鈴木 
公園が工事中の為、いつもと違う所で募集イベントを

行いました。バブロケットやダンス・ダンス・ダンス

等のポイントを回り、来ていた見学の子たちと一緒に

楽しく遊んでいました。 
 

ビーバー隊 6月の活動予定 
2 日  ハーモニーまつり奉仕」あんさんぶる荻窪 

16 日   「作って遊ぼう、りすの道」   荻窪会議室  

5/19 ６団と合同隊集会 武蔵野公園 
１組 花輪、江澤、速水、鈴木 ？？ 
６団のカブ隊・ビーバー隊と一緒に武蔵野公

園の中を流れている野川で川遊びをしてき

ました。 
朝、西荻窪駅で６団と合流。電車に乗って東

小金井駅まで移動。そこから歩いて武蔵野公

園に行きました。公園に到着後早速水着に着

替え、近くを流れている野川に入りました。

川の中で網を使って、小さい魚やヤゴ、エビ

等の生き物を捕まえました。昼食を食べた後

は、午前中に捕まえた生き物を川に返し、近

くの野原で猛獣狩り等をやり遊びました。帰

りは、来た道をまた歩いて東小金井駅まで行

き電車に乗り、６団とは三鷹駅で別れ荻窪駅

まで帰ってきました。 

5 月 26 日  『春のハイキング』 お台場 
参加スカウト： 茂山、坂下、見学２組 

芝浦ふ頭とお台場を結ぶ吊り橋「レインボーブリッジ」を遊歩道散

策、春のお台場見学を楽しみました。 
JR 田町駅まで電車移動後、遊歩道入口の「芝浦アンカレイジ」に移

動、７階の南側遊歩道入口からお台場へ遊歩道散策開始。橋上から

は、東京湾を行き交う船や、ウオーターフロントの景色を眺めなが

ら散策することができました。台場側の遊歩道入口に到着後は、「台

場公園」に移動、真下で眺める大迫力のレインボーブリッジを見な

がら、楽しいランチタイム。 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後のプログラムでは、「フジテレビ」目指して、ハイキング開始。
途中、暑さと疲れから、グッタリの 
スカウト/見学者も「海浜公園」→「自由の 
女神像」と頑張ってポイント通過、ゴール 
の「フジテレビ 25 階球体展望室」へ。 
東京タワーとスカイツリーを同時に見るこ 
とのできる「絶景」を楽しんだり、スタンプ 
ラリーではラフ君グッズをゲットすることが 
できました。帰路はお台場から日の出桟橋ま 
で「水上バスクルーズ」を楽しみ、春の海辺 
の自然を感じ、テレビ局の仕事に親しむ、思 
い出に残る一日となりました。 

5 月 12 日 『親子で１日アウトドア体験会』 善福寺川緑地公園 
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<ローバー隊>  

活動報告   活動なし 
今後の予定  団、隊奉仕 

<ベンチャー隊> 活動報告  
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 (8 団 横田 6 団 森・猿田) 

山梨県南都留郡忍野村 昭福荘キャンプ場 

5/ 9 隊会議   今後のスケジュール確認 

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 

今後の予定 

6/2 地区救急法講習会( 横田) 6/13 隊会議 

ボーイ隊 6 月の活動予定 

2 日スカウト救急法講座 於、杉並消防署高井戸出張所 
8-9 日 １６NJ のための 訓練キャンプ 
23 日  班ハイキング 
              

〈団委員会 〉 

5/24(金) 20:00～21:40 あんさんぶる荻窪第 1会議室 

団委員：竹之内、大島、高木、広瀬 
次回 団委員会 

6/28(金) 20:00～22:00 あんさんぶる荻窪  

〈団会議〉 

6/ 1（土） 19:30～21:30 荻窪地域区民センター 

団委員：竹之内、大島、山村、高木、山中 
BVS:篠田  CS:― BS: 儘田 VS: 宮崎  RS: 山中 

次回 団会議  

7/ 6 (土)19:30～21:00  

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。 

みなさんのご協力をお願いします。 

7/14(日)9：00 安全祈願  白山神社 

 

 

<ボーイ隊> 活動報告 

８団 ４５周年記念キャンプのおしらせ 

９月１４日～１５日 地蔵山キャンプ場 

８団家族みんなでキャンプを楽しみましょう！ 

 
3 日―6 日 春キャンプ 
例年 2 泊 3 日の春キャンプだが、今年は 16NJ
の訓練も兼ねて 3 泊 4 日に延長して忍野村昭

福荘で行った。6 年生のスカウトにとっては初

めての本格的なキャンプであり、基本的な技

能の習得に励むとともに、班としてのチーム

ワークを体感した実り多き 4 日間であった。

一方で、体調を崩して途中で帰宅したスカウ

トや、不注意から火傷をしたスカウトもでる

など、キャンプの厳しさもリーダー共々再確

認したキャンプとなった。 
連日晴天に恵まれ、毎日富士山が目の前に大

きく展望され、自然林の中で広々と設営でき、

大平山にも登り、素晴らしい環境であった。

但し、夜は０℃近く迄気温が下がったため、

薄い夏用の寝袋のスカウトは寒さの為十分睡

眠が取れない模様であった。 
今回のキャンプでは両班とも調理が好調で、

炊飯のみならず、野菜炒め、カレー、うどん

など美味しい仕上がりで、旺盛な食欲を満た

していた。 

11 日 2 級への進級面接 
小 6 スカウト 5 名が必要履修項目の終了に伴い、団委員

長以下による面接が団会議に先立ってあんさんぶる荻

窪にて行われた。5 人とも元気に質疑応答を行ったが、

阿出川団委員（進歩担当）の「名誉にかけて誓いをたて

る」とはどういうことかという質問に対しては、全員答

えに窮していたのが印象的であった。 
 12 日 AM 6 団バサー 
桃井第三小学校にて例年のバザーが賑々しく行われた。

模擬店、モンキーブリッジ、各種ゲームのほか一般のフ

リーマーケットも出店、天気にも恵まれ盛況であった。

6 団はスカウトハウスの費用を賄うため、バザーに力を

入れており、ハウスを謂わば共用している 8 団としても

積極的に協力したい行事となっている。一部 8 団保護者

の方々にも参加頂きました。 
12 日 PM 募集イベント （団行事） 
午前中バザー参加の後、午後からは善福寺川緑地帯に移

動し、募集イベントのゲームを実施。新たな仲間の確保

を目指した。 
 19 日 GBM/PM 
春キャンプの反省を中心に行った。GB からは自分たち

の統率力の無さを意識した発言が多かったが、リーダー

の観点からは、今回のキャンプでは日を追うにつれてチ

ームとしてのまとまりが改善されていた。 

富士山駅を出発 家型テントは設営が

難しいぞ 

そろそろ料理は 

出来たかな？ 

先ずは腹ごしらえ 初日は小営火 

大平山山頂 

点検は何時も遅刻！ 

富士山背景にエイエイオー 


