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<ビーバー隊> 活動報告 
  

 

<カブ隊>  活動報告 
 

ビーバー隊 5月の活動予定 

11 日(日)「春のハイキング」府中市郷土の森博物館  

25 日(日) 「親子で遊ぼう！募集イベント」 
               善福寺川緑地公園 

4/ 6(日)  『春の自然観察』 善福寺公園 
参加スカウト： 坂下 

気まぐれな春の天気の一日でしたが、荻窪から善福寺

公園への「ハイキング＆自然観察」を楽しみました。

ハイクプログラムでは、地図を片手に、警察署などの

地図記号を探し、荻窪消防署では、消防車見学も出来

ました。桃色に染まる公園到着後は、昼食と「春のス

ケッチ」を楽しみました。 荻窪への帰路は、「あい

にくの雨」となりましたが、元気に歩き、「春の自然」

を満喫した一日となりました。 

JR 相模湖駅からバスで千木良

まで行き、登山開始。約 1.5 時

間で城山山頂到着。 
セレモニーの後、城山茶屋にて

早めのカブ弁。腹ごしらえがす

んだところで一丁平に向けて

出発。一丁平に着くと晴れてい

た天気がにわかに曇りヒョウ

が降ってきました。雨具を着て

さらに高尾山頂を目指します。

ヒョウもすぐにやみ、途中満開

の桜をみながら鳥のさえずり

を聞き、春を満喫して高尾山頂

に到着。山頂はかなり混雑して

おり、他の団のカブ隊もたくさ

ん来ていました。その後全員無

事に下山。高尾山口駅から電車

で荻窪まで予定通り戻ってき

ました。 
 

  

４/19（土）～20（日）春キャンプ 若洲公園キャンプ場 
出席スカウト：佐々木,鈴木,茂山, 速水(20 日のみ) 

及び 6 団スカウト 
新木場駅からバスで若洲公園へ、セレモニーの後キャン

プ場へ。まずはテントの設営です。自分たちのテントは

自分たちで立てます。リーダーの指導によりあっという

間に今夜のねぐら完成。カブ弁で腹ごしらえを済ませ、

ゲートブリッジ（通称恐竜橋）にハイキング出発。橋の

上は強風でしたが景色は最高！ 夕食は自分たちでカレ

ーを作りました。キャンプファイヤではテーマ桃太郎の

スタンツを各組が披露し、たいへん盛り上がりました。 
 

参加スカウト： 
坂下、斉藤、松下 

「作って遊ぼう！」をテーマ

に、緑地公園にて隊集会を行

いました。工作プログラムで

は、「紙皿飛行機」、「牛乳パ

ックストローとんぼ」、「新聞

紙ロケット」作りに挑戦、工

作物には、それぞれのステキ

な「アニメキャラクター」を

描き、完成後は、緑地公園を

元気に走りまわり、身近なリ

サイクル材料を利用して、楽

しく遊ぶことを学びました。 
保護者会では、今後の活動予

定、ご要望などについて意見

交換を行いました。 

4/20(日) 『作って遊ぼう！&保護者会』 
               善福寺川緑地公園  

 高尾山山頂到着 

テント設営        ゲートブリッジハイク 

4/6（日）隊集会「春をさがして」裏高尾トレッキング 
出席スカウト：佐々木、鈴木、茂山及び 6 団スカウト 
 

城山山頂に向けて登山 

城山山頂でセレモニー 
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<ローバー隊>  

今後の予定  団、隊奉仕 

 

<ベンチャー隊> 活動報告 

4/28、5/3、5/4 5/6 特別隊会議（各種報告書作成） 
5/8 隊会議 夏季プロジェクトについて （横田） 
今後の予定    

5/28 特別隊会議 夏季プロジェクトについて 
6/10 隊会議 

〈団委員会 〉 

4/25(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) 、高木 
〈団会議 〉 

5/10(土)19:30～21:00   

BVS:篠田  CS:―  BS:儘田,山中 VS:― RS:山中 

団委員：山中(喜) 

次回 

団委員会 

5/30(金)20:00～22:00   あんさんぶる荻窪 

団会議  

6/7(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＞ 

5/8(木) 地区円卓           中野 ZERO 

5/17（土） 東連 26 年度総会    NYC 

5/18(日) ボーイスカウト講習会  西荻地域区民センター 

5/22（木） 地区委員会        あんさんぶる荻窪 

5/29（木） 運営委員会合同会議  あんさんぶる荻窪 
ボーイ隊 5 月の活動実績 及び 予定 

5 月 3 日(土)～5 日(月) 春キャンプ 山梨県忍野村 
11 日(日) GBM/PM   

18 日(日) 6 団バザー （17 日は準備） 

25 日(日)  あすなろ地区ボーイ部門合同集会 （地蔵山） 

カブ隊 5 月の活動予定 

11(日) 隊集会  
18(日) 6 団バザー 
25(日) 8 団「親子で遊ぼう募集イベント」 

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 

<ボーイ隊> 活動報告 
 4/13（日) 午前： GBM/PM 、午後：保護者会 
GBM/PM 

3 月の班集会の宿題（災害時の行動、避難場所など家族と

話し合う）の回収を行った後、オーバーナイトハイク実

施コースの希望を話し合い、今回は都市部を歩行するこ

とに決定。更に 5 月 3－5 日の春キャンプの準備として、

サイトの説明、メニューの検討、備品の点検を実施した。 
保護者会  

2014 年度の各スカウトの出欠状況を提示。 

その後先ず春キャンプの説明。特に寒さ対策に関し、注

意を喚起した。次に、世界ジャンボリーについて、時期、

場所、参加資格、費用などを説明したうえで、年齢が未

達成で参加希望を持つスカウトの扱いや、ホームステイ

が要求される点などを伝達した。 

 

五日市街道を歩き武蔵五日市の秋川

橋を目指す約３５Km を一晩で歩い

た。 

まず、２６日の夜８時に西荻窪駅に集

合し、中央線の高架下を歩き五日市街

道に出る。そこから、最初の休憩地点

の武蔵野大学、二番目の休憩地点の小

金井公園まで順調に歩くことが出来

た。しかし、三番目の休憩地点の西武

国分寺線の踏切の前で、多数のスカウ

トがトイレに行きたくなるというア

クシデントが発生。急遽近くのコンビ

ニでトイレ休憩。その為、２０分程時

間をロスしてしまった。遅れを取り戻

す為、三番目の休憩地点を通過し、四

番目の休憩地点の多摩モノレールの

砂川七番駅、五番目の休憩地点の天王

橋交差点と歩いていったが、この頃に

なると、次第に遅れてくるスカウトが

出始めた。それでも、拝島より睦橋通

りに入り、途中休憩をしつつ、目的地

の秋川橋に２７日朝６時２０分頃に

到着。予定よりも２０分程遅くなった

が、けが人や脱落者を出さず、全員無

事に踏破することが出来た。 

秋川橋で朝食を食べ、帰りの 

電車の中は全員が爆睡状態だ 

ったが、西荻窪駅で解散する 

時には、寝ぼけているスカウト 

はいなく、全員が達成感に満ち 

た顔をしていた。 

8 団参加スカウトは 

澤田、塩澤、馬目、島津、花輪 

二日目は朝のセレモニーとモーニングゲームの後、

焼餅入りのお雑煮で朝食。テント撤営と荷物整理を

すませてからサイクリングに出発。海沿いのサイク

リングコースを風を切って走り抜けました。昼食は

牛乳パックを使ってホットドッグを作りました。 
閉会セレモニーでは 
キャンプ場とご協力 
いただいた方々に感 
謝のエールを送り一 
泊二日のキャンプを 
終了しました。 
 

4/26(土)－27 日) オーバーナイトハイク 

閉会セレモニー 


