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<ビーバー隊> 活動報告
8 月 17 日 土曜日 『デイキャンプ 2013』

小金井公園

http://www.sugi8.org/
特集

参加スカウト： 茂山、坂下、斉藤

本年度ビーバー隊活動の総仕上げ、
「デイキャンプ 2013」を
楽しみました。心配された「猛暑日」も、そよ風とトンボの
舞う過しやすい小金井公園の木陰にて、開会セレモニーをス
タート。午前のプログラムでは野外料理に挑戦、親子で「ダ
ンボールくんせい作り」を楽しみました。はじめての「ダン
ボールくんせいき/スモーカー」を親子で作り、ゆでたまごの
からをむいたり、チーズを切ったり、お手伝いをしました。
「たまご」や「チーズ」をくんせい/スモークしている間は、
「セミの抜け殻」を探したり、木登りを楽しみました。
「くんせい」完成後は、お待ちかねのランチタイム。自分で
作った野外料理は格別！美味しくいただきました。
午後のプログラムでは、
「スイカ割り」や「ネイチャーゲー
ム」も楽しみ、思い出に残る夏の一日となりました。
最後にご奉仕いただきました、団関係者、保護者の皆様に
心より感謝申し上げます。

１組 花輪、江澤、佐々木

６団との合同夏キャンプに向けて色々と準備をしました。今回の夏キ
ャンプのテーマが、
「江戸時代（時代物）
」ということで、まずは、８
団・６団の混成「藩」を作り藩名と藩のシンボルマーク（家紋）を考
えてもらいました。藩名は、忍藩（しのびはん）、ベジタブル同盟藩、
記州藩（きしゅうはん）になりました。
次に藩の旗を作ってもらい、夏キャンプ本番に着けるネッカチーフを
作り、夏キャンプ本番に向けて一致団結しました。
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茂山君・斉藤君

<カブ隊> 活動報告
8/4 ６団と合同隊集会 夏キャンプ準備 西荻北児童館

小枝章おめでとう ！

ビーバー ！

ビーバー隊 今後の活動予定
9/ 14-15 45 周年記念キャンプ 地蔵山キャンプ場
9/ 29
上進入隊式 荻窪地域区民センター

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」 １組 花輪、江澤、鈴木
早朝、西荻窪に集合しマイクロバスに乗って、
「金峰山荘」に向
かいました。渋滞に巻き込まれることもなく無事にキャンプ場
に到着し、まずは開営式を行いました。その後、のこぎりを使
って竹を切りひとりひとりがオリジナルのネッチリングを作
り、早く終わったスカウトは、竹の水鉄砲を作りました。
昼食を食べた後は、キャンプ場の近くの森に行き、そこで藩毎
にロープや竹、落ちている木や枝を使ってボールを転がすルー
トを作りました。各藩とも色々と試行錯誤をしながら頑張って
作っていました。
宿舎に戻り、順番にお風呂に入ってから夕食を食べました。夕
食後のナイトプログラムは、小営火を行い、歌を歌い、時代物
のリーダースタンツでバカ殿や悪代官が登場し、大いに盛り上
がり一日目は終わりました。
二日目は、朝の点検、セレモニー、朝食の後、スカウトが部屋
に戻った所で事件が発生！なんと７月の隊集会の時からスカウ
ト達が頑張った時に貰っていた小判が、「ねずみ小僧チュー兵
衛」に盗まれてしまいました。チュー兵衛の残した暗号を解い
ていくと、チュー兵衛の手形を発見。その手形を頼りにリーダ
ーの中からチュー兵衛を見つけ出し、小判を取り返しただけで
はなく埋蔵金のヒントを示した地図を貰うことが出来ました。
犯人を見つけた後は、前日に行った森に行き、ボール転がしの
ルートを完成させ藩毎に陣地作りに取り掛かりました。
宿舎に戻り、昼食の巻き寿司を作りました。最初に巻き寿司を
切った時のデザインを藩毎に考えてもらい、それを元に様々な
食材を使って、藩の仲間と協力して大きくて長い巻き寿司を作
ってもらいました。
二日目のナイトプログラムは、「勇者の証（肝試し）」をやりま
した。チュー兵衛から貰った地図の示した場所に暗い夜道を歩
いて行くはずだったのが、出発直前に雨が降りはじめ、いっそ
う暗くなってしまいましたが、なんとか全員が目的地に到着。
無事に埋蔵金のヒントとなるお札を手に入れました。
三日目は、朝食を食べ終わった後、埋蔵金探しに出発。昨夜の
勇者の証で手に入れたお札一枚一枚には、
「いろはにほへ・・・」
と一文字ずつ書いてあることに気づき、全員のお札を順番に合
わせていくと、裏に埋蔵金の手がかりが書いてありました。最
初の場所の川に向かい、そこで指令書を発見。そこからは、藩
毎に森の中の目印を辿っていき原っぱでの課題をクリアし、そ
こで指令書を貰うと、そこには埋蔵金の場所が書かれていまし
た。スカウトは、藩毎に指令書に書かれていた場所に向かい土
を一生懸命掘り返すと、地面から千両箱を発見。中には、１０
０万両の大判と沢山の小判それにお菓子が入っていました。埋
蔵金の発掘後は、原っぱにておもいっきり遊び、その後宿舎に
戻った所で昼食のバーベキューを食べました。お肉や野菜、イ
カやピザなどいっぱい食べた後は、スイカ割りをしました。ス
イカに当てることが出来ないスカウトもいましたが、当てるこ
とが出来たスカウトも数人いましたが、いまだスイカが割れて
いないので、リーダーも参加。しかし、完全に割れず、保護者
の方も参加してもらいやっとスイカを真っ二つに割ることが出
来ました。
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お腹も膨れたところで、ついに悪代官との決戦の時となりました。今まで貰った小判や
埋蔵金の１００万両を使って軍備を整え、いざ決戦！スカウト（姉妹含む）１６人 VS
悪代官軍４人の水鉄砲合戦は、最初は、悪代官軍が優勢でしたが、次第に数に勝るスカ
ウトの方に流れが変わりましたが、悪代官も最後の抵抗をし、結果は、引き分けに終わ
りましたが、体力を消耗した悪代官は退散し、水鉄砲合戦は終わりました。
戦いの後は、全員で竹筒に作った水ようかんを食べました。竹筒に穴を開けそこから息
を吹き込むとようかんが出るのですが、肺活量が必要で、なかなかようかんを出すのに
苦戦しているスカウトもいましたが、無事に全員取り出せようかんを食べることが出来
ました。夕食を食べた後は、夏キャンプの最後の夜を飾る大営火をやりました。歌や踊
り、スカウトのスタンツ、女性リーダーのスタンツをやり、あっという間に時間が過ぎ、
夏キャンプ最後の夜は終わりました。
四日目は、朝から雨が降っていましたが、朝食を食べた後に、森の片付けに行きました。
藩毎に作ったボール転がしのレーンと陣地を協力して片付け、使わせてもらった森に感
謝をして宿舎に戻り、今度は宿舎の掃除と自分たちの荷物の整理をやりました。掃除が
終わったところで、夏キャンプの思い出を藩毎に模造紙に書いてもらいました。昼食後、
まだ雨が降っていた為、屋内にて閉営式と表彰を行いました。夏キャンプの参加賞や各
リーダーからの章、最優秀藩と最優秀スカウトの表彰を行ない、６団・８団の隊長から
の総括と宿舎の管理人の方の挨拶を頂きました。閉営式後は、マイクロバスに乗って東
京に帰りました。途中高速が渋滞していた為、１時間半程遅くなってしまいましたが、
無事怪我や病気等もなく合同夏キャンプは終わりました。今回
のキャンプで、スカウトは、６団・８団という団の垣根を越
えて、時には助け合い時にはぶつかりあったりしましたが、
互いに友情を深め絆が強くったことと思います。また、前よ
りも大きく成長した所を随所で見ることが出来ました。
スカウトにとってとても有意義な三泊四日の夏キャンプだっ
たと思います。今回の合同夏キャンプにご協力して頂いた
大勢の方々に心から感謝いたします。
本当にありがとうございました。

カブ隊 今後の活動予定
9/8 ６団と合同隊集会、保護者会 カントリー大作戦
9/14~15 ４５周年記念キャンプ 地蔵山キャンプ場
9/21~22 クマキャンプ 地蔵山キャンプ場
9/29 上進入隊式 荻窪地域区民センター
<ボーイ隊> 活動報告
8 月 1 日～8 日 第 16 回日本ジャンボリー
山口県きらら浜にて開催。8 団スカウトの参加 5 名は東京第 15 団に所属、途中の豪雨にもめげず、無事 8 日間の
キャンプを終了した。以下、参加スカウトの感想文を掲載します。
篠田：印象的だった事は、他の都道府県の人と交流したり文化を学んだ事です。例えば愛知県の隊と交流した際にネッ
チリングやワッペンを交換しました。また「カルチャー」というプログラムでは、北海道連盟のブースで「アイヌ民族と日本民
族による交流の歴史・アイヌ文化」について学びました。実際に地元に住む人に話しを聞く事で、詳しく知る事が出来まし
た。このような事を体験し都道府県ごとに様々な特徴があって面白いと思いました。もっと他の都道府県についても知りた
くなりました。」
島津：ぼくはジャンボリーへ行って良かったことが二つあります。一つ目は、外国人との交流です。なぜかというと、相手
の外国人の国の言葉が分からなくても、ジェスチャーなどをすれば相手に言いたいことが伝わるということが分かったか
らです。もう一つは水球の体験です。プールは泳いだことしかなかったので貴重な体験が出来て良かったです。
馬目：僕は今回のジャンボリーで日本の他の地域と交流したり、外国の人と交流したりしてとても楽しかったです。暑い
中でセレモニーに出たり、朝が早くて眠かったり、帰りたくなったこともあったけど、楽しいことの方が多かったです。一週
間以上もキャンプできて自信もつきました。この経験を生かして 1 級を取り世界ジャンボリーにもいきたいです。
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澤田：ぼくが 16NJ に行って一番楽しかったことは、水球です。なぜなら会場が海辺ということもあり、すごく暑かったので
プールに入れてうれしかったです。水球の試合では負けてしまいました。でも練習は楽しかったです。
いやだった事は、5 日目の大集会に行っている途中に大豪雨が降ったことです。そのせいでカメラがこわれてしまいまし
た。それに加えて大ザックの中がくさくなってしまいました。 先輩から聞いた話によると 15NJ でもこのような豪雨が降った
らしく、次のジャンボリーでも降るのかな？と思いました。
塩澤：ぼくは、ジャンボリーを経験して、世界にいろいろなスカウトがいるのだなあと思いました。理由は、ぼくはジャンボ
リーで、香港や台湾などのアジア人、交流会をしたイスラエル人、英国人などいろいろな国から日本ジャンボリーに来てい
たので、世界のスカウトと仲よくなれた。ぼくは、友達を作った中でスリランカの人が一番印象に残った。あの人は、いつも
やさしくおもしろい人でした。また会えたら会いたいです。

最後に International Support Team(IST)で参加した隊長から一言。
８団スカウト達のサイトは Deer でしたが、小生は Armadillo サイトの Sub Camp の管理を担当。このサイトの運営は 2 年後
の世界ジャンボリーのモデルと位置付けられ、日本隊・外国隊ほぼ半分ずつの 2000 名のスカウト・リーダーを対象に奮
闘。問題が次々に発生し、連日睡眠 3-4 時間で食事もままならない英語漬けの日々でしたが、日本隊からは時に差し入
れが届き、紛糾した外国隊の連中からも最後は例外なく感謝され、笑顔で抱き合って別れを惜しむことが出来ました。国
際交流にささやかに貢献した 2 週間でした。(儘田)

キャンプサイト一望

隊長訪問で作業中断し記念写真

お揃いの T-シャツで朝食準備

大雨の歓迎されざる名残

8 月 16 日～19 日隊キャンプ
ジャンボリー直後であることから、本年は 3 泊 4 日とし、場
所は山梨のスズランキャンプ場でした。両班長が一部参加だ
った為、リーダーがかなり手助けせざるを得ない状況でした
が、これが幸いし、小学生スカウトも火の管理や炊飯など重
要な役割まで担当。少人数の班でチームワークを習得すると
共に、キャンプ技能の進歩に著しいものがありました。

火起こし・調理も大分慣れて来た？

美味しいと評判だった牛丼

一名体調不良で参加しませんでしたが、
「釈迦ヶ岳」ハイクも
全員急な上り下りを快調なペースでこなし、一年間の訓練の
総合成果を十分に発揮出来たキャンプとなりました。
帰路、キャンプ場オーナーの家の前を通った際に、ブドウの
差し入れがあり、全員で頬張ってから、バスに乗りました。
モビーディック班

イーグル班

８団 35Kg コンビの洗髪
（水が超冷たい）

着いたぜ釈迦ヶ岳頂上

最終日
朝のセレモニー
優秀班は？

ビバーク明けのスカウト

ボーイ隊今後の活動予定
7 日(土) 14:00～ 防災フォーラム（於、地域区民センター）
8 日(日) 9:00 GBM/PM
午後 保護者会（くまスカウト・ボーイ隊スカウト別々に）
14 日(土)-15 日(日)
45 周年キャンプ 地蔵山 (団行事)
21 日(土)-22 日(日)
くまキャンプ
29 日(日)
上進入隊式
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スズラン荘より帰路
ブドウの差し入れ

<ローバー隊>
活動報告
活動なし今後の予定
団、隊奉仕
9/14，15 45 周年キャンプ

<ベンチャー隊>
活動報告 8/30 隊会議 あんさんぶる荻窪
年間プログラムについて
今後の予定

9/29

上進、入隊式

〈団委員会 〉
8/30(金) 20:00～21:50 あんさんぶる荻窪第 1 会議室

８団 ４５周年記念キャンプのおしらせ

団委員：竹之内、大島、山村、山中

９月１４日～１５日 地蔵山キャンプ場

次回
9/28(土) 育成会総会終了後

荻窪地域区民センター

８団家族みんなで

〈団会議〉

キャンプを楽しみ

9/7(土)19:30～21:50 あんさんぶる荻窪

ましょう！

団委員：竹之内、大島、山村、高木、山中
BVS:篠田

CS:山中 BS: 儘田 VS: ―

RS: 山中

次回
10/5(土)19:30～21:30

あんさんぶる荻窪

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

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

10/14（月）親子で遊ぼう 1 日アウトドア体験
善福寺川緑地公園

団委員長 竹之内 實

＜東連 ・地区＞
9/ 5（木）

地区円卓

9/20（金）～22（日）

中野 ZERO ホール
ＢＳＡフォール・パトロール・オーリー2013

在日アメリカ空軍・多摩レクリエーションセンター
9/20（金）

地区委員会

あんさんぶる荻窪

9/26（木）

地区協議会

阿佐ヶ谷地域区民センター

9/29(日)

ボーイスカウト講習会（東京連盟第１４８回）
西荻地域区民センター・勤労福祉会館

10/20（日） 「楽しい歌とゲームの集い」
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団報担当 高木 誠

