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平成 27 年度上進入隊式

佐々木スカウトが開会の言葉を述べ、ビーバ
ー隊上進式からベンチャー隊入隊式まで、順
に執り行われました。今年も一緒に活動する 6
団ボーイ隊のスカウト、リーダーが参加してくだ
さり、ボーイ隊の上進式・入隊式では壇上で共
に上進・入隊スカウトを祝福してくれました。最
後に澤田スカウトが閉会の言葉を述べ、滞りな
く閉会しました。

ガンバレ、ビーバー！！

9 月 28 日(日)荻窪地域区民センター

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
出席スカウト：
坂下、斉藤、松下、福村
ビックビーバー坂下君、斉藤
君がカブ隊に上進しました。
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。

http://www.sugi8.org/

カブ隊
出席スカウト＊
上進 佐々木、速水

育成会総会

鈴木、茂山、松岡
入隊 坂下、斉藤
ボーイ隊
上進 篠田
入隊 佐々木、速水
ベンチャー隊
入隊

篠田

ボーイ隊上進式

ベンチャー隊入隊式

9 月 27 日(土)

荻窪地域区民センター

総会に先立ち本年永眠された、故今村育成会顧問、故阿出川
団委員、故高橋元団委員のご冥福を祈り、出席者全員で黙とう
を捧げました。
総会は山村育成会長が議長となり議事進行し、２６年度の活動
報告に続き、収支決算報告があり承認されたのち、２７年度の
活動計画が発表され、予算案が承認されました。
また２７年度の育成会役員の承認・紹介があり、横田氏、塩澤
氏、馬目氏が新たに就任され、村木氏、枚田(洋)氏が退任され
ました。次に団委員紹介があり団委員長は引き続き竹之内氏
が就任されました。また枚田（有）氏が退任されました。
最後に退任された方々に、感謝状の贈呈が行われました。
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<ビーバー隊>

活動報告

9/ 14(日)『カントリー大作戦＆ビックビーバー追い出し会』
あんさんぶる荻窪
参加スカウト： 坂下、斉藤、松下
秋晴れのもと「カントリー大作戦＆ビックビーバー追い出し
会」を行いました。
「カントリー大作戦」では、荻窪すずらん
通り商店街周辺の空き缶・ゴミ拾いの清掃奉仕を行いました
が、
「たばこの吸い殻」が、たくさん落ちていたことは残念で
した。あんさんぶる荻窪に戻った後は、ビックビーバー追い
出し会のお菓子パーティ。ちょっぴり寂しいけれど、みんな
で元気に「追い出し会」を行いました。

ビッグビーバー追い出し
カントリー大作戦

お菓子パーティー

！

ビーバー隊 10 月の活動予定

13(月祝)「親子で遊ぼう！1 日アウトドア体験」
善福寺川緑地公園
26(日) 「秋のハイキング」
高尾山
カントリー大作戦決行中

<カブ隊> 活動報告
9/7（日） 「カントリー大作戦」 9 時～12 時 西荻北児童館
出席スカウト：速水、鈴木、茂山、松岡及び 6 団スカウト
9 時児童館に集合、まず初めに夏キャンプの最終日、台風接近のため帰りのバ
スの中で発表した各種表彰を行いました。その後、カントリー大作戦について
説明、組ごとにコースを決め、西荻駅北方面、西荻駅南方面、荻窪駅方面の 3

カントリー大作戦完了

コースに分かれ出発。雨のためレインウェアに身を包み空き缶、空き瓶、ペッ
トボトル、燃えるごみ、燃えないごみ、タバコの吸殻などなど拾い集めました。
児童館に戻り分別作業を行い、空き缶、空き瓶、ペットボトルは水ですすぎゴ
ミ出しできるようにしました。
午後は 1 年の振り返りと来年度の活動などについての保護者会を実施しまし

かがり火奉仕

た。
9/14（日） 「荻窪八幡神社のかがり火奉仕」 17 時半～20 時
出席スカウト：佐々木、速水及び 6 団くまスカウト
17 時半荻窪八幡神社にくまスカウト集合、ボーイ隊長から説明を受けた後

9/21(日) 「くま追い出し集会」

ノッティングボード作成中

18 時から 20 時までかがり火奉仕。
9 時～15 時 西荻北児童館～町会会議室

出席スカウト：佐々木、速水、鈴木、茂山、松岡及び 6 団スカウト
今年度最後の集会です。ロープ結びの成果の記念としてカブブックに出ている
ロープ結びをボードに貼り、
「ノッティングボード」を作りました。
その後、くまの追い出しをお好み焼きパーティーで盛り上がり、一年間の振り
返りをして今年度の活動を締めくくりました。

カブ隊 10 月の活動予定
13(月祝)「基本訓練」 9 時～12 時 西荻北児童館
「親子で遊ぼう！1日アウトドア体験」
13時～15時
善福寺川緑地公園
19(日) 「ハイキング」
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お好み焼きでくま追い出し

ノッティングボード完成

<ボーイ隊> 活動報告
9 月 13・14 日(土・日）6 団荻窪八幡かがり火奉仕：

9 月 19 日（金）～21 日（日）BSA/POR：

恒例の荻窪八幡の

南 武線南多 摩の米 空軍リク リエーシ ョンセ ンターにて Boy
Scout America, Patrol O’ Ree が開催され、東京連盟 150 名（あ
すなろ地区は 23 名）
、BSA 極東支部より 100 名のスカウトが参加
した。8 団からは塩沢、馬目、花輪の三名が参加。
あすなろ地区で 3 班編成し、Wolf, Eagle, Tiger を班名とし、
言葉の壁を乗り越えて、班集会を行い、班旗を作成、2 日目のト
レイルに備えた。
2 日目は 13 のステーションを回り、そのうち 6 か所でゲームを
行い、その得点を競った。あすなろ地区はチキンファイトとい
うゲームを担当。直径 2M の円の中で背中に付けたテープの色を
互いに探り合い、先に色が分かった方が審判に報告し、勝ちと
なるゲームで、大変盛り上がりました。
昼休みの時間には、8 団竹ノ内団委員長が手配した諏訪太鼓の演
技があり、午後にはトレイルの続きを行った。
夕食はポットラックで同じサイトに設営した BSA16 団、城東地
区、あすなろ地区が料理を持ち合い、互いに交流を深めた。そ
の後大営火を行い２日目の行事は無事終了。
最終３日目は朝から撤収を開始、あすなろ地区は 10 時にはリク
リエーションセンターを出て、南多摩駅にて解散。6・8 団は 12
時前にスカウトハウスにて荷降ろしをして、解散した。

かがり火奉仕が行
われた。
夕刻 5 時から 9 時
まで二日間ご苦労
様でした。
9 月 14 日（日）GBM/PM ：
年間プログラムの作成を行った。スカウトから先ず
は希望を出させたうえで、素案を作成し、議論を経
て、最終プログラム作成となった。本年度はスキー
訓練がないが、ウインタースポーツの希望が強いた
め、スケートを採用。ウオーターアドベンチャーと
してカヌーの提案もあったが、他のプログラムとの
関係で、継続審議となった。尚、年間テーマは「年
間プログラムをしっかり実行しよう」で全員一致と
なった。
9 月 14 日（日）午後保護者会：
本年度最初の保護者会を開催した。6・8 団合計でボ
ーイ隊は 5 名純増ではあるが、引き続き 3 班体制で
行くこと、今年は班長の年次スカウトより次長年次
スカウトが優秀で班編成に苦労していること、世界
ジャンボリーの参加者もいるため（この時点では 8
団スカウトの参加可否は不明であった）通年以上に
進歩手帳を見ながら訓練を続けたいことなどを保
護者の皆様に説明し、ご理解頂いた。

ボーイ隊 10 月の 予定
5(日)

団委員長に見送られトレイルに出発

早速班会議

6 団上進入隊式、共同募金

12(日)

GBM/PM

19(日)

隊集会

26(日)

ハイキング

（11 月のキャンプ準備）

〈団委員会〉
9/27(土) 10:40～11:30

荻窪地域区民センター

団委員：竹之内、山村、山中（一）
、山中(喜)、高木

〈団会議〉
10/ 4(土) 19:30～21:30

あんさんぶる荻窪

BVS：篠田,花輪 CS：大島 BS：儘田 VS：宮崎
RS：山中

団委員：竹之内、山村、山中(喜)

〈予 定〉
団委員会
10/31(金)20：00～22：00
団会議
11/ 1(土)19:30～21：30

友 情 交 歓
11/2（日）

会

白熱の「チキンファイト」

<ベンチャー隊>
今後の予定

未定

<ローバー隊>
今後の予定
団、隊奉仕
＜東連 ・地区＞

あんさんぶる荻窪
荻窪地域区民センター

親子で遊ぼう 1 日アウトドア体験
10/13(月) 13：00～15：00

お姉さんに太鼓を教わる花輪スカウト

善福寺川緑地公園

10/ 2(木) 地区円卓

あんさんぶる荻窪

10/ 9(木) 中間登録審査会

あんさんぶる荻窪

10/12(日) 「すぎなみ舞祭」2014

済美山運動広場

10/13(月) 23ＷＳＪ合同集会・保護者会

セシオン杉並

10/26(日) ボーイスカウト講習会

高井戸地域区民センター

10/23（木) 地区委員会

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

団報担当 高木 誠

