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９月 14 日(土)～15 日(日)

４５周年記念キャンプ

http://www.sugi8.org/

八王子地蔵山キャンプ場

８団家族 34 名が参加し、いろいろなプログラムを楽しみました。キャンプファイヤーでは 3 歳から 76 歳？まで
みんなが一つの輪になりました。キャンプファイヤーが終わるのを待っていたように降り出した雨は翌朝も降り
続き、2 日目のゲームが出来なかったのはちょっと残念でしたが、思い出に残る記念キャンプになりました。

<ビーバー隊>
参加スカウト： 茂山、坂下、斉藤
ビーバースカウトは家族参加のため、当日朝、電車組、車組
それぞれが、八王子の地蔵山キャンプ場に向かいました。
現地到着後は、カブ隊、ボーイ隊のお兄さんたちと開村式の
セレモニーに参加、各班対抗の「ポイント OL」にも挑戦し
ました。ビーバースカウトには、ちょっぴり難しいポイント
もありましたが、班のみんなと頑張りました。
「キャンプ場宝探しツアー」ではたくさんの栗を拾ったり、
夕食後の「キャンプファイヤー」でも、おおいに盛り上がる
ことが出来ました。
2 日目は、生憎の台風接近による大雨のため、バンガローで
のゲーム後、閉村式セレモニー、それぞれ帰路に着きました。
ビーバースカウトには、
「はじめての体験」がたくさんあり
ましたが、８団家族とともに楽しい思い出に残るキャンプと
なりました。
最後に事前準備、プログラム運営に携わった山中実行委員長
はじめスタッフのみなさま、ありがとうございました。
<カブ隊>
-参加スカウト： 花輪、鈴木
<ボーイ隊>
いつも通り多摩動物公園駅より徒歩で地蔵山キャンプ場に
向かい、テントを二張り設営し、野営を実施。明け方より激
しい雨となり、豪雨の中での撤営となった。篠田班長が不参
加ではあったが、一年目の 5 人が全員参加。設営は勿論、種々
困難にもめげず、土砂降りの中での撤営も積極的に且つ手際
よく行った。図らずも、技能とチームワーク両面で一年間の
訓練の成果が示された撤営となった。

〈育成会総会〉

9 月 28 日(土)

荻窪地域区民センター

山村育成会長が議長となり、議事進行し 25 年度決算、26 年度予算が承認されました。
また 26 年度の団委員および育成会役員人事について山村育成会長から、隊指導者人事は竹之内団委員長より発表があ
りました。役務の変更は 1.山中一郎氏が団委員（ローバー隊長兼務）に、大島正和氏がカブ隊長（前副団委員長）に
山中一樹氏がボーイ隊副長(前カブ隊長)に、花輪圭氏がビーバー隊副長(前カブ隊副長)にそれぞれ任命されました。
最後に永年にわたり団倉庫の場所をご提供くださいました、天野芳彦氏に対し、感謝状の授与が行われました。
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9 月 29 日(日)

〈上進式・入隊式〉

荻窪地域区民センター
平成 26 年度上進式・入隊式が行われました。
花輪スカウトが開会の言葉を述べ、ビーバー隊上進式から順に
執り行われました。
今年も普段一緒に活動している、杉並 6 団ボーイ隊の古川隊長
とスカウト達が参加してくださり、ボーイ隊の入隊式では 8 団
ボーイ隊と共に壇上に上がり、新入スカウトを一緒に歓迎しま
した。篠田スカウトの閉会の言葉を最後に滞りなく終了しまし
た。

ビーバー隊上進式

カブ隊

上進式

ボーイ隊入隊式
カブ隊

入隊式

ビーバー隊
参加スカウト： 茂山（上進）
坂下、斉藤、見学 2 組
ビックビーバー茂山君が上進しま
した。カブスカウトの「やくそく
とさだめ」も、みんなの前で立派
に言えました。
これからもみんな仲良く助け合
い、スカウト活動を楽しんで欲し
いと思います。
ガンバレ、ビーバー！！

カブ隊
参加スカウト：花輪（上進）
佐々木、速水

ベンチャー隊上進式

ローバー隊入隊式

ボーイ隊

ベンチャー隊

午前中に 8 団、午後は 6 団

冨永（上進）

が上進入隊式を行い、其々１
名、６名が入隊。結果ボーイ
隊は 21 名のスカウトで構成

くまスカウト花輪君が元気に上

されることとなった。3 班体

進を宣言しボーイ隊に上進しま

制となり、新らしい班の名前

した。

は「シルバーホーク班」。入

入隊式では「ちかい」をたて、
「おきて」を大きな声でよどみ

隊式後全員がスカウトハウ
スに集合し、新たな班分けと
電話連絡網を決めた。

なく述べました。

<カブ隊> 活動報告
9/8 ６団と合同隊集会・合同保護者会 カントリー大作戦 荻窪～西荻北児童館
１組 花輪、江澤、鈴木
６団と一緒に、街に落ちている空き缶やビン、ペットボトルを拾いました。まず、
荻窪駅で６団のカブ隊とビーバー隊と合流。そこで、３つの混成組を作り、荻窪駅
から西荻北児童館に向かって３ルートに分かれて缶等を拾いました。全体的に街の
中は、綺麗だったため缶等は全然落ちていませんでしたが、善福寺川沿いや前日お
祭りをやっていた白山神社付近には、そこそこの量の缶等が落ちていました。西荻
北児童館に到着後、組毎に拾った物を綺麗に洗って種類ごとに分別をしました。
拾った物は、アルミ缶６１個、スチール缶５０個、ペットボトル６７個、ペットボ
トルのフタ６３個、ビン１４個の計２５５個でした。
最後に、今年度の合同の活動が最後であったため、全員で
仲良しの輪をして解散しました。

カブ隊 10 月の活動予定
６日 合同隊集会・保護者会 ６団スカウトハウス
・桃井はらっぱ公園
基本訓練・野外ゲーム
14 日 「親子で遊ぼうアウトドア体験」 善福寺川緑地公園
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<ボーイ隊> 活動報告
9 月 7 日（土）防災フォーラム：
荻窪地域区民センターにて開催。竹之内団委員長が主催者で約 1.5 時間、もやい結びを中心のロープワークと急増
担架の作り方を披露。6 団から井上君、8 団から馬目君が協力、TV 撮影スタッフや参加者への説明と指導を行った。
9 月 8 日（日）午前中 GBM/PM：
定例のグリーンバー会議、班会議を開催し、年間プログラムと目標（テーマ）の検討を行った。結果年間目標は
「協力し合い、技能を高める」に決定、チームワークの確立を重点的に行うこととなった。
午後 保護者会：
午後は保護者会をボーイ隊とくまスカウトとに分けて二回開催。ボーイ隊保護者には今後のスケジュール説明。
くまスカウト保護者には進級にあたり準備するものを伝達した。
9 月 21-22 日 くまキャンプ：
8 団 1 名（花輪君）及び 6 団 6 名の計 7 名にて地蔵山キャ
ンプ場で一泊キャンプ。ボーイ隊入隊の為の準備が目的で
あり、テントの張り方、立ち釜の作り方（角結び、筋交結
び）
、火の起こし方、炊飯など一通り体験した。全員元気で
好奇心に溢れ、騒がしいなかにも楽しいキャンプであった。
花輪君は班長を自ら引き受け、整列させたり、服装チェッ 途中駅でもワイワイガヤガヤ！
クをしたり、又国旗掲揚も無難に行い、充実した体験とな
った。
9 月 21-22 日 一級挑戦ハイク：
一級取得を目的に篠田君が挑戦ハイクを地蔵山で実施。付
添はベンチャーの横田君。既にキャンプ報告書は受理され
ており、10 月 5 日の団委員長面接で正式に進級する。
一級挑戦キャンプ中の横田・篠田を紹介

整列もどこかまとまらない

立ち釜は竹と紐と土だけで・・

ボーイ隊１０月の活動予定
13 日 GBM/PM
(GBM/PM はハイキング打ち
合わせと 11 月のキャンプ準備
20 日 GBM/PM
の二回行う）
27 日 ハイキング
立ち釜の欠陥を発見。こら！

ビバークは頭隠して尻隠さず

〈団委員会 〉
9/28(土) 10:45～11:20 荻窪地域区民センター第 1 会議室

ビーバー隊 10 月の活動予定
14 日「親子で遊ぼうアウトドア体験」善福寺川緑地公園

団委員：竹之内、高木、山村、山中、山中、廣瀬、阿出川

20 日 合同隊集会 大宮八幡スカウトの森

次回
10/25(土) 20：00～22：00

あんさんぶる荻窪

〈団会議〉
10/5(土)19:30～21:50

あんさんぶる荻窪

団委員：竹之内、山村、山中
BVS:篠田

CS:大島 BS: 儘田,山中 VS: ―

RS: 山中

あんさんぶる荻窪

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
11/23（土）寿楽荘奉仕

上進、入隊式

<ローバー隊>
活動報告
9/29
今後の予定

次回
11/2(土)19:30～21:30

<ベンチャー隊>
活動報告 9/29
今後の予定

上進、入隊式

団、隊奉仕

＜東連 ・地区＞
10/3（木）

地区円卓

西荻地域区民センター

10/13（日）

杉並区「舞祭」奉仕

済美山運動広場

10/20（日）

地区中間登録審査

西荻地域区民センター

10/24（木）

地区委員会
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あんさんぶる荻窪

