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６月２日『荻窪ハーモニーまつり奉仕』

<ビーバー隊>

あんさんぶる荻窪

<カブ隊> 活動報告
１組 花輪、江澤、佐々木、鈴木
暑い日差しの中、南相馬市の復興
支援の募金活動に参加しました。
あんさんぶる荻窪の前とすずらん
通りの二ヶ所に別れ、大きな声を
出して道行く人達に募金をお願い
していました。

活動報告

参加スカウト： 茂山、坂下、杉山、見学１組
梅雨の晴れ間、恒例の「荻窪ハーモニーまつり
奉仕」に参加しました。天候にも恵まれ、たく
さんの来場者が訪れました。スカウトはゲーム
コーナーでヨーヨーつりの「こより」を作った
り、風船をふくらませたり、元気にお手伝いを
することができました。
南相馬市への募金活動では、ボーイ隊、カブ隊
のお兄さんと一緒に大きな声で募金を呼びかけ
ることができました。
6/ 16

『入団入隊式、作って遊ぼう、りすの道』 荻窪会議室
参加スカウト： 茂山、坂下、杉山、斉藤
斉藤君（小一）が杉並８団ビーバー隊の仲間になりました。
竹之内団委員長から入団許可証を授与されたあと、ビーバー隊の
「やくそくときまり」をしっかりと述べ、ビーバースカウトになり
ました。これからみんなと仲良く楽しく活動していきましょう！
ビーバー！！

ショートゲームプログラムで盛り上がったあとは、工作プログラム
の「するする人形」
、
「新聞紙ヨーヨー」作りに挑戦しました。
完成後の「作品発表会」ではスカウトと「父の日」ということで「お
父さん」にも発表してもらいましたが、たくさんの「工夫?」が見ら
れ、こちらもおおいに盛り上がりました。

セレモニー終了後、ビックビーバー「りすの道」では、
「ボーイスカ
ウトの創始者ベーデン-パウエル卿(きょう)」についてや、カブスカウ
トの「やくそくとさだめ」について勉強しました。

ビーバー隊 今後の活動予定
7/7「荻窪センターまつり奉仕」荻窪地域区民ｾﾝﾀｰ
7/21「川あそび、りすの道」 府中多摩川親水公園
8/17(土)「デイキャンプ」
小金井公園

http://www.sugi8.org/

ご協力いただいた募金額は
72,429 円となりました。募金活
動を行った BVS,CS,BS のスカ
ウト達ご苦労さまでした。
6/16 ６団と合同隊集会 わらじ作り
西荻北児童館 １組花輪,江澤,速水,鈴木
６団と合同で、裂いた布等を使ってわら
じを作りました。まず、わらじの鼻緒と
横緒を作り、次に PP ロープでわらじの
形を作りそこに裂き布を編んでいきまし
た。途中で、
最初に作った
横緒を一緒に
編んでいき、
自分の足のサ
イズより２cm
程大きくなるよ
うに編んでいき
ました。そして
鼻緒を付けてい
き完成。途中昼
食を挟み全員が
左右をなんとか
作ることが出来
ました。

カブ隊 今後の活動予定
7/7 ６団と合同隊集会 野外料理 野川公園7/21 ６団と合同隊集会・保護者会 西荻北児童館
8/22~25 ６団と合同夏キャンプ 山梨県山梨市牧丘町
「金峰山荘」
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<ボーイ隊> 活動報告
8 日―9 日 16NJ 訓練キャンプ
八王子のヒヨドリ山キャンプ場にて一泊二日の訓
練キャンプが実施された。このキャンプの目的は、
①複数団のスカウトにより混成される班の融合を
図り、②実際に隊への供出品や班備品の振り分けを
実施する、の二点にあり、本番の 16NJ への予行演
習の様相であった。
8 団スカウトは 5 名が 16NJ に参加する予定だが、
班の編成はこの 5 名に杉並 4 団のスカウト 3 名が加
わり、班員 8 名で構成される。4 団スカウトが小学
生であることから、篠田君が班長に指名され、班名
は“A 班”となった。
あすなろ地区は東京 14 隊、15 隊の 2 隊 4 班で、A
班は 15 隊に所属し、隊長は沼上氏(中野 3 団)。キャ
ンプの内容は、基本動作の確認に料理、ゲームを行
い、順調に 9 日 15 時には解散となった。
原隊隊長はキャンプには参加せず、備品の往復搬送
のみを担当。一方、スカウトは班の結束を図るとい
う目的で、各班集合場所―キャンプ場間を班単位で
移動するよう地区から指示があり、キャンプ実施直
前の連絡だった為、現場では混乱する場面も見られ
た。
団倉庫にての備品の積込み、積降しにご協力頂いた
団委員他の皆様、有難うございました。

先ずはキャンプ場到着

篠田班長、澤田班員による国旗掲揚

A 班の頼もしい（？）面構え

終了、班単位で、いざ荻窪へ

<ベンチャー隊>
活動報告
6/6、6/22
今後の予定
7/11

隊会議
隊会議

<ローバー隊>
活動報告
活動なし
今後の予定
団、隊奉仕
〈団委員会 〉
6/28(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、山村、山中、広瀬

23 日 GBM/PM
栄養と調理に関して、スカウトハウスにて学習。
先ず、五大栄養素（タンパク、炭水化物、脂質、ミ
ネラル、ビタミン）についてその機能とそれぞれの
代表的な食品を覚えた。
更にキャンプの一日を想定し、各スカウトが献立を
作成、その材料がどの栄養素を含んでいるかを調
べ、その上で全ての栄養素を摂る為にはどんな料理
を追加すればいいかなどを話し合った。
最後に炊飯と味噌汁作りを行った。燃料がガスだっ
たこともあり、モビーディック、イーグル両班とも
見事な出来栄えであった。
ボーイ隊今後の活動予定
16NJ 準備との兼ね合いで隊活動は未定。
7/14 安全祈願（白山神社）及び 16NJ 積込み
7/21 善福寺川緑地公園にて壮行会・全体集会
7/31～8/8 16NJ
山口県阿知須 きらら浜
8/16～19 夏キャンプ すずらんキャンプ場
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 竹之内 實 団報担当 高木 誠

次回

団委員会

7/26(金) 20:00～22:00

あんさんぶる荻窪 図工室

〈団会議〉
7/ 6（土） 19:30～21:30
団委員：竹之内、大島、高木、山中
BVS:篠田

CS:山中 BS: 儘田 VS: 宮崎

〈隊長会〉8/11(日)
7/14(日)9：30

18:00～

安全祈願

RS: 山中

あんさんぶる荻窪第 1 会議室

白山神社

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！
9/28（土）育成会総会

荻窪地域区民センター

9/29（日）上進入隊式

荻窪地域区民センター

＜東連 ・地区＞
7/ 4（木）
7/ 6（土）
7/14（日）
7/15（月）
7/25（木）
7/31（水）
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地区円卓
中野 ZERO
WB 課題研修会
西荻勤労福祉会館
VS フォーラム
西荻勤労福祉会館
東京連盟 16NJ 壮行会 NYC
地区委員会
あんさんぶる荻窪
16NJ 地区派遣隊出発 杉並公会堂前

