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<ビーバー隊> 活動報告 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<カブ隊>  活動報告 
 

カブ隊 6 月の活動予定 

1(日) 隊集会  西荻北児童館 
15(日) 隊集会   井の頭公園までハイキング 

ビーバー隊 6月の活動予定 

8 日(日) 「ハーモニーまつり」 あんさんぶる荻窪 

22 日(日) 「作って遊ぼう！りすの道」   荻窪児童館 

5/ 11(日)『春のハイキング』 府中市郷土の森博物館 
参加スカウト： 坂下、斉藤、松下、福村 

風にそよぐ木々の緑もまぶしい季節の武蔵府中にて 
「春のハイキング」を楽しみました。荻窪駅から西武 
線是政駅まで電車移動後、「多摩川かぜの道」を楽しく 
ハイキング。「府中市郷土の森博物館」到着後、園内に 
て「ポイントハイク」に挑戦、ゴールの県木園では、「さ 
くらんぼ」を美味しくいただき、「たからもの」もゲッ 
トすることが出来ました。 
午後のプラネタリウムプログラムでは、「春の星座」 
と「太陽観察」を学習、春の自然を感じ、星空に親し 
む一日となりました。 

9 時児童館に集合、セレモニーの後、6 団バザーに向けて手

作りのポスターを作製しました。 
次にカブブックの履修、国旗について、なわむすびなどサイ

ンできました。 
最後にバザーの準備としてストラックアウトと水鉄砲の予

行演習をしました。 
 

5/25(日）『親子で遊ぼう！募集イベント』 
出席スカウト：佐々木,茂山   善福寺川緑地公園 

カブ隊担当の的いれゲームの準備からお手伝い、本番では

的入れをしにきた子供たちにやり方の説明をしたり的には

いった点数とスタンプをカードに記入しました。 
ダンスダンスダンスのお手伝いもして大活躍でした。 
 

当日は、初夏のような天候にも恵まれ、たくさんの親子

連れが参加、一緒にバブロケット、ダンスダンスダンス

などのゲームを楽しみ、「おやつ」も 
美味しくいただきました。 
「アウトドア体験会」は、予定通り  
15 時過ぎに終了、たくさんの親子連れ 
に参加していただくことが出来ました。 
ご協力いただきました保護者の方など 
ありがとうございました。 

5/25(日) 『親子で遊ぼう！募集イベント』 
               善福寺川緑地公園 

参加スカウト： 坂下、斉藤、松下、福村 

ストラック アウトの予行演習 

    的入れ           暗夜行路 

5/11（日）隊集会「6 団バザー準備」西荻北児童館 
出席スカウト：佐々木、鈴木、茂山及び 6 団スカウト 

6 団バザーのポスター完成 

バブロケット             ダンス・ダンス・ダンス      

ポイントハイク 美味しいさくらんぼ 

松下君 小枝章おめでとう！ 太陽観察 



- 2 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ローバー隊>  

今後の予定  団、隊奉仕 

 

<ベンチャー隊>  
活動報告 

5/28 隊会議 夏季プロジェクトについて 横田 
今後の予定  
6/12 隊会議 ６団スカウトハウス 

〈団委員会 〉 

5/30(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) 、廣瀬、高木 
〈団会議 〉 
6/7(土)18:00～20:00   荻窪地域区民センター  
BVS:篠田  CS:大島  BS:儘田,山中 VS:― RS:山中 

団委員：竹之内、山村、山中(喜)、高木 

次回 

団委員会 

6/27(金)20:00～22:00   あんさんぶる荻窪 

団会議  

7/5(土)19:30～21:30    荻窪地域区民センター 

6/7(土)8(日） ハーモニーまつり あんさんぶる荻窪 

7/12(土)13(日） おぎくぼセンター祭  

＜東連 ・地区＞ 

6/ 5(木) 地区円卓        西荻地域区民センター        

6/ 7(土)～8(日) スカウトキャンプ研修会 大宮八幡スカウトの森 

6/13(金) 東京連盟理事会     スカウト会館 

6/20（金） 地区委員会        あんさんぶる荻窪 

6/26（木） 地区協議会        あんさんぶる荻窪 

ボーイ隊 6 月の 予定 

8 日(日) GBM/PM   班キャンプの計画 

22 日(日) 班キャンプ  

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 
 5/3（土) ―5(月・祝日)  春キャンプ 

８団参加スカウト 篠田、澤田、塩澤、馬目、島津、花輪 

 西荻窪駅に 6 時集合し、大月駅にて JR より富士急に乗り換

え、富士山駅に到着。快晴の下、雄大な富士山を眼前に忍野

村のキャンプ場（招福荘キャンプ場）まで 1 時間 40 分のハ

イキング。早速設営開始。三班ともチームワーク良く、昼食

を挟んで、ターフ、立ち釜戸、テントと順調にこなし、5 時

の配給・夕食準備に移った。シルバーホークがおこげご飯と

なったが、それ以外は美味しく料理が出来た。ナイトゲーム

（忍び寄り三回戦）はシルバー班が二回回答し(篠田班長、

花輪班員)優秀班となった。 
二日目はオリエンテーリング。朝大目にご飯を炊き、各自お

握りをもって出発。モビーディックが全問正解で優秀班とな

った。昼食を入れて所要 5 時間の長距離でした。夜は大営

火。各班出し物にスタンツがあり、楽しく賑やかに過ごすこ

とができました。 
最終日は朝のセレモニーの後 9 時より 11 時半まで 2.5 時間

で全ての撤営を完了。昼食後富士山駅まで戻り、スカウトハ

ウス 6 時解散となった。 
キャンプサイトは夕方以降急激に寒くなり、夜中はとても寒

いが、全員元気で、風邪をひくスカウトは居なかった。 
今回特筆すべきは各班ともチームワークが良く、全ての作業

が順調に進み、予定通りに時間を消化、更には撤営など早く

終わった班が他の班の手伝いをするなど、スカウト達の成長

が作業の中に具体的に表れていた。三班で競うことによる効

果が出たとも言える。 （写真は 3 ページに掲載） 

５/18(日)  ６団バザー奉仕 

8 団参加スカウト 澤田、塩澤、馬目、島津、花輪 
当日は、５月にしては暑い日差しの下、６団バザーの奉仕

を行なった。スカウトは、ヨーヨー、モンキーブリッヂ、

アーチェリーの３つのコーナーを６団スカウトと一緒に

担当した。 
 

＊＊＊＊＊訃 報＊＊＊＊＊ 
阿出川 尚 氏  
病気療養中の処 5月 7日 61歳でご逝去されました。 
これまでのスカウト活動に対し、杉並８団一同ここ

ろより感謝をいたしますとともに、 
謹んで御冥福をお祈り申し上げます。 
なおご葬儀はご身内により執り行われました。 
 

阿出川氏略歴          研修歴 
1993・9 ＣＳ隊 DD      1997・9 BS 97 期（日向） 
1995・8 ＢＳ隊 副長     2000・5  VS 大阪第 6 期 
1998・1 ＢＳ隊 隊長  
1999～2001 大阪移籍（VS 隊長）2003・9 VS 課程実習所 12 期 
2001・4  VS 副長      2004・10 ｺﾐｯｼｮﾅｰ研修所 16 期 
2003・1  VS 隊長               地区役員 
2007・9  団委員（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）  2004・7 VS 担当ｺﾐｯｼｮﾅｰ 

            2007・4 進歩委員長 
 

５/11(日)  GBM/PM 
8 団参加スカウト 篠田、澤田、塩澤、馬目、島津、花輪 
25 日に行われる合同隊集会の準備を行なった。地形図に磁

北線と座標を書き、当日の集合場所を確認。班毎に集合時

間・集合場所までのルートを考えてもらった。 
 

５/25(日)  あすなろ地区合同隊集会 
8 団参加スカウト、篠田、塩澤、馬目、花輪 
西荻窪駅に１１日の班会議で決めた時間に班毎に集合。そこ

から決めたルートで集合場所の地蔵山の麓にある公園に移

動。到着後全体セレモニーを行ない本日の活動の混成班が発

表され、班名と役割分担を決めた。その後、オリエンテーリ

ングの出発順を決める火付けゲームを行ない、早かった班か

ら出発。暑い日差しの下、初めて会った仲間達と協力し、全

部で１１ヶ所のポイントをまわった。 
全てまわれなかった班もあったが、スカウトにとって他の団

のスカウトと交流を深めることが出来充実した活動をする

ことが出来たようだった。（写真は 3ページに掲載） 
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<ボーイ隊> 

5/3（土) ―5(月・祝日)  春キャンプ 

5/25(日)  あすなろ地区合同隊集会 

キャンプ場に向かう途中 
 国旗掲揚モビーディック班長、次長 全員写真 

地図とコンパスで・・・ 只今調理中シルバーホーク 

5/17(土）プラチナハイカー表彰式 

代々木の国立オリンピック記念青少年総合セ

ンターにて開催された東京連盟年次総会にお

いて、プラチナハイカーの表彰式が行われ、 

篠田スカウトが表彰されました。 

おめでとうございます。弥栄！弥栄！弥栄！ 

 

 


