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<ビーバー隊> 活動報告 

カブ隊 11 月の活動予定 

2(日)  杉並 8 団友情交歓会  善福寺川緑地公園 
9(日)  あすなろ地区「楽しい歌とゲームの教室  

善福寺川緑地公園 
23(日)  寿楽荘奉仕      奥多摩  

ビーバー隊 11 月の活動予定 

2(日)  杉並 8 団友情交歓会  善福寺川緑地公園 
23(日)  寿楽荘奉仕      奥多摩 
 

10/13(月祝)『親子で遊ぼう！1 日アウトドア体験会』 
雨天により中止     善福寺川緑地公園 

10/ 26(日)  『秋のハイキング』     高尾山 
参加スカウト： 松下、福村 

豊かな自然の高尾山にて季節の移ろいを感じながら

「秋のハイキング」を楽しみました。当日は天候にも

恵まれ、荻窪から高尾山口駅到着、セレモニー後、「稲

荷山コース」を登山開始。 急勾配の尾根、階段をス

カウト、ちびっこたちは、元気に高尾山頂まで登るこ

とが出来ました。山頂は、すごい混雑でしたが、「紅

葉台」移動後、昼食、スケッチを楽しみました。 
下山コースは、「いろはの森」→「4 号路」→「吊り

橋」→「山上駅」へ。山上駅からは「エコーリフト」

に乗り、12 分間の絶景と空中散歩を楽しみました。 
スカウト、ちびっこには、ちょっぴりハードなコース

でしたが、歩き通した達成感と秋の自然を満喫した 1
日となりました。 

10/13（月祝）「はじめの一歩」9～12 時西荻町会会議室 
出席スカウト：鈴木、茂山、松岡、斉藤、坂下、 

見学者 2 名（三枝君兄弟）及び 6 団スカウト 
9 時町会会議室に集合、新しい組になって初めての集会で

す。セレモニーの後、カブノートとカブブックを配布、

使い方や連絡網の回し方などの説明を受けました。 
さっそくロープ結びに挑戦、隊長から「今日は一つだけ

でいいからカブブックを見ないでできるようになろう」

と話があり、最初はカブブックを見ながらやっていまし

たがそのうち見ないでもできるようになりました。 
その後、外に出て集散法などの基本訓練を実施。閉会セ

レモニーのあと新しい組になって初めてのなかよしの輪

をして解散しました。 
 

10/19（日）「ちからだめしハイキング」 
7 時 20 分～16 時  鎌倉方面 

出席スカウト：鈴木、茂山、松岡、 
斉藤、坂下、見学者 2 名（三枝君 
兄弟）及び 6 団スカウト 
7 時 20 分ひみつのステーションに集

合、JR 荻窪駅から北鎌倉に向けて出

発。まずは北鎌倉から鎌倉大仏まで山

道をハイキング。大仏では観光客から

「ボーイスカウトだ」という声をたく

さん聞きました。特に外国人は一緒に

記念撮影までしました。 
砂浜でお昼ごはんのあときれいな貝

を集めて品評会、ビーチフラッグ競技

で盛り上がりました。鎌倉まで歩き

JR で荻窪まで帰ってきました。 
まずは「ちからだめしハイキング」 
大成功！！！ 

カブノートの説明           基本訓練 

鎌倉ハイキング 

鎌倉大仏で記念撮影 

頂上征服！ 

紅葉台でスケッチ        吊り橋 

元気に登山 
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〈団委員会〉 

10/31(金) 20:00～21:30    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〉 

11/1(土) 19:30～21:30  荻窪地域区民センター 

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)、高木 

〈予 定〉 

団委員会  

11/28(金)20：00～22：00   あんさんぶる荻窪 図工室 

団会議 

12/ 6(土)19:30～21：30  荻窪地域区民センター 第 6 

友 情 交 歓 会 

11/2(日)9：30～14：00  善福寺川緑地公園 

寿 楽 荘 奉 仕 
11/23(日)        奥多摩  

 
＜東連 ・地区＞ 

11/ 6(木) 地区円卓               中野ゼロ 

11/ 9(日) 「楽しい歌とゲームの教室」  善福寺川緑地公園 

11/15(土)-16(日) ローバー100 キロハイク 多摩地区 

11/26(水) 地区 23ＷＳＪ実行委員会    あんさんぶる荻窪 

11/27（木) 地区委員会            あんさんぶる荻窪 

11/29(土)-30(日) 指導者研修セミナー  五日市秋川研修室 

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 
 

 
 

ボーイ隊 11 月の 予定 

9(日)  GBM/PM キャンプ準備 
23(日) 寿楽荘奉仕 
29(土)―30(日) キャンプ（地蔵山）   
 

<ベンチャー隊> 活動報告 

10/4(土) 隊会議 あんさんぶる荻窪 出席 横田 篠田  

       今後の活動について 
10/12(日) 天体観測（下見） 高尾山山頂 出席 横田 

今後の予定  

11/8(土)～9(日) 天体観測（下見）奥多摩湖  
<ローバー隊>  

今後の予定  団、隊奉仕 

 

10/5(日) 杉並６団上進式 
西荻北児童館にて６団の上進式が行われ、ボーイ隊

には男子一名、女子三名の合計四名が入隊しました。

８団の二名と合わせ、今年度は六名の新入スカウト

を迎え、合計２４名での活動（うち３名は受験のた

め休隊中）となります。 
その後、班長、次長を決めるためのスカウト自身の

投票を行い、次長の代理を含め各班三名のグリーン

バーを選出。これに基づいて班編成をリーダーが行

い、次週の PM で発表することとなった。 
最後に西荻駅前に移動し、雨の中赤い羽根の共同募

金のお願いを大声で行い、1 時過ぎに解散しました。 
 

10/12(日) GBM/PM  
班編成を発表。出来る限りスカウトの意向を酌んだた

め、比較的平穏に推移した。早速班毎に月末のハイキン

グに関して、プログラムの検討、発表させたが、何れの

班も御岳山、景信山、陣馬山など上級スカウトにとって

馴染んだコースの提案が出された。今回新入スカウトに

とって初めての野外訓練にて、持ち物やコース設定など

ハイキング計画書の作成を慎重に行った。 
10/19(日)  GBM/PM  
本来、この日の集会は 11 月の 8－9 日に予定していたキ

ャンプの準備の為であったが、8 日（土）に授業を行う

学校が多いこと、テストの直前であること等が判明。結

局キャンプの催行日を変更し、11 月の 29－30 日地蔵山

で行うことにえなった。かなり寒くなることが予想され

る。 
 

10/26(日) ハイキング 
新入スカウト歓迎ハイキングは藤野駅→栃谷尾根→

陣馬山頂→明王峠→相模湖駅の約 14Km のコースで

行った。課題はシルバーコンパスを使用して、地形

図上の自分の位置を把握する点であったが、二年目

以上のスカウトが必ずしも全員コンパスを使いこな

せるわけではなく、再度「地図とコンパス」の訓練

が必要と判断された。 
ハイキングは好天にも恵まれ、又班長・次長は過去

にも経験したルートでもあり、順調に進み、頂上に

正午、相模湖駅 15 時と計画通りであった。6 団の新

入女子スカウトが一名軽い捻挫で苦労した様子だっ

たが、8 団速水君をはじめ新入スカウトも結局遅れる

ことなく元気に歩き通した。 
8 団参加スカウトは澤田、島津、塩沢、馬目、花輪、

速水の 6 名。 

頂上にて全員で     與世神社・・駅まで 10 分 

 さあ、出発！       ひたすら頂上に向かって 


