日本ボーイスカウト東京連盟
あすなろ地区 杉並第八団 －団報－
登録 No.15-14-01-008
[本部] 東京都杉並区本天沼 1-27-16
竹之内 實
第 374 号

[mail] takesan@muj.biglobe.ne.jp

[2014 年 4 月 10 日 発行]

[H P ]

<ビーバー隊>

<カブ隊> 活動報告

活動報告

3/ 2(日)

『工作・ゲーム』 荻窪児童館
参加スカウト： 坂下、斉藤
はじまりのショートゲーム「リーダーはだれ？」は微
妙な反応でしたが、その後の工作プログラムでは、身
近な材料を使った「リサイクル工作」に挑戦、楽しく
遊びました。
工作の課題は、
「UFO」と「ゴムぐるま」 親子で悪
戦苦闘して作った発表会では、ちょっとした工夫で、
楽しく遊ぶことを学びました。

3/ 23(日)

http://www.sugi8.org/

3/9（日）「楽しい歌とゲームの教室」
高井戸地域区民センター
出席スカウト：佐々木、速水、鈴木及び 6 団スカウト
あすなろ地区主催の楽しい歌とゲームの教室に参加し
ました。杉並と中野のカブスカウトとビーバースカウト
のほか一般の子供たちも参加して約 150 名が 16 チーム
になって歌とゲームを楽しみました。
おもちゃのチャチャチャを歌ってからソチオリンピッ
クにちなんだ競技（ボブスレー、スキージャンプ、カー
リング、バイアスロン）で競い合い、上位 3 チームは金
メダル、銀メダル、銅メダルで表彰されました。

『カガクしよう！』 多摩六都科学館

参加スカウト： 坂下、斉藤、松下、福村
吉 祥 寺 駅 か ら バ ス に 揺 ら れ て 30
分、科学館近くのバス停下車後「ス
カイタワー西東京」目指して、多摩
六都科学館へ。セレモニー後は迷路
のような館内展示室を体験見学。世
界一の先進的なプラネタリウム「サ
イエンスエッグ」では、大迫力のド
ームシアターにて「地球の歴史」と
「東京の星空」を映像体験、
「カガク」
に親しむ一日となりました。

ビーバー隊 4 月の活動予定
6 日(日) 「春の自然観察」

善福寺公園

20 日(日)「作って遊ぼう！」

善福寺川緑地公園

3/15(土)～16(日）8 団･6 団合同スキー訓練キャンプ
出席スカウト：佐々木,速水,鈴木,茂山及び 6 団スカウト
石打丸山スキー場 宿泊は「ロッジ友」
朝 6 時半ひみつのステーションに集合、東京駅から新幹
線で越後湯沢、ロッジ友に 10 時到着、セレモニーの後早
速スキー場へ、カブ隊は全員スキー教室に入り、まずは
腕試し。インストラクターの先生に教えていただく組と
リーダーと滑る組に分かれて滑りました。
ロッジに戻ってからは入浴、夕食のあと、キャンドルフ
ァイヤで楽しみました。
二日目は全員石打丸山山頂まで行き集合写真を撮ること
ができました。山頂から一度滑りおりた後 2 回目に行っ
たときから晴れていた天候が急変、霧が発生し視界 20ｍ
くらいのなかを滑ってきました。ロッジに戻り閉会セレ
モニーの後越後湯沢の駅でおみやげタイム、新幹線で東
京駅、夜 9 時にひみつのステーションで解散しました。
スキーを満喫し、全員けがもなく無事に帰ることができ、
とても楽しく有意義な 2 日間でした。

カブ隊 4 月の活動予定
6(日)

隊集会「春をさがして」高尾山

19(土)～20(日)
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春キャンプ

若洲公園キャンプ場

<ボーイ隊> 活動報告

スキー訓練 -1 （カブ隊写真）

3/9（日) GBM/PM
GBM では 15 日-16 日に行われるスキー訓練に関し、部
屋割りや（技術別）チーム編成を話し合った。実際には
10 畳 4 部屋が確保出来た為、各班一部屋にリーダー一部
屋の割り振りとなった。
更に 5 月の春キャンプに備え、GB のみを対象に工作物
作成とテントの設営、撤営の訓練を 30 日に実施するこ
とを決定。
PM では 3 年前の東日本大災害を想起して、災害をもう
一度自分自身の危険として考え、その対策について話し
合った。日頃から準備すべきものは何かとか、各地域の
避難所マップを入手し一度は平時に実際避難すべき場所
を見分すべきとの意見が交わされた。

カブ隊全員集合 石打丸山 山頂

3/15(土)－16(日) スキー訓練
6 団西荻窪、8 団荻窪と別々に集合し東京駅に向かい、7
時半過ぎ東北新幹線改札前で全員集合し、予定通り越後
湯沢に到着、ペンション友とこうじや旅館に分宿。ボー
イ隊はリーダー共々全員こうじや旅館へ。荷物を置いて
開会セレモニー。その後すでに手配済みの貸スキー、靴
を持っていよいよスキー場へ。3 チームに組み分けし、
好天の下楽しく大胆にスキーを楽しんだ。4 時に宿に引
き上げたが、夕食の後は更に全員ナイタースキーへ。疲
れを見せず無事に滑り終えた。
次の日は午後からの天候が心配だった為、午前中の滑走
を 1 時まで行った。前日の訓練で自信を付けたスカウト
達はリフトで何回も一番高いゲレンデまで登り、中級者
スロープや迂回ルートを繰り返し滑って、上達していっ
た。食事の後、予報通り雨交じりの雪が降り始め、ガス
で視界も限られ、危険な状況になったものの、何とか無
事滑り終え、宿に戻って閉会式後、越後湯沢の駅に向か
った。スカウト達は疲れを見せず、新幹線の中でも大声
でトランプに興じる余裕であった。
55 名という大勢の参加者にも拘わらず、混乱もなく、全
てスムースに実行されたのは偏に実行委員長、古川隊長
の周到な準備と２軒の宿の多大な協力のお蔭と言わざる
を得ない。
８団スカウトは全員参加。好天に恵まれ楽しいスキーの
二日間でした。
（写真は 3 ページに掲載）
3/30(日）GBM：
雨天の為、場所を善福寺川緑地帯からスカウトハウス前
の駐車場に変更し、立ちかまど、ポリタンク置きの工作
と家形テントの設営・撤営を訓練、5 月連休の春キャン
プに備えた。
更に、篠田スカウトの菊章申請の準備と唯一の未修得科
目である「計測」を特別実施。申請の為の事務処理を残
すのみとなった。
ボーイ隊 4 月以降の活動予定

キャンドルファイヤ

<ベンチャー隊>
今後の予定

みんなで滑走

未定

<ローバー隊>
今後の予定
団、隊奉仕
〈団委員会 〉
3/28(金) 20:00～22:00

あんさんぶる荻窪

団委員：竹之内、山村、山中（一）、山中(喜)

〈団会議 〉
4/ 5(土)19:30～21:00
BVS:篠田,花輪 CS:大島 BS:儘田,山中 VS:―

S:山中

団委員：山村、山中(喜)、高木
次回
団委員会
4/25(金)20:00～22:00

あんさんぶる荻窪

団会議
5/10(土)19:30～21:30

荻窪地域区民センター

5/25（日）親子で遊ぼう募集イベント

緑地公園

＜東連 ・地区＞
4/3(木) 地区円卓

あんさんぶる荻窪

3/14（金） 東連理事会
4/18（金） 地区委員会
4/24（木） 地区総会

スカウト会館
あんさんぶる荻窪
あんさんぶる荻窪

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。

13 日(日)
GBM/PM 春キャンプ準備
26 日(土)～27 日(日)オーバーナイトハイク
5 月 3 日(土)～5 日(月) 春キャンプ 山梨県忍野村

Mail: takesan@muj.biglobe.ne.jp
団委員長 竹之内 實

-2-

団報担当 高木 誠

スキー訓練-2 （ボーイ隊写真）

新幹線乗車 即 トランプ遊び

国旗掲揚 助手は澤田君

雄大な山々を背景に

おい、スキーの板踏むなよ

団委員長 ご挨拶

さあ、行くぞ！

食欲旺盛

二日目 朝礼

ナイター

今日も好天

雲行き怪しく、慌てて勢揃い

閉会式は室内で
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