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「友情交歓会」

11/2（日）

善福寺川緑地公園

ビーバー、カブ、ボーイ 各隊スカウトと家族、リーダー、団委員の 8 団家族で楽しい時間をすごしました。
<ビーバー隊>
参加スカウト： 松下、福村、見学１組
秋晴れのもと恒例の「友情交歓会＆育成会デイキャン
プ」に参加しました。
今年はスカウト、家族、見学者がそれぞれの班にわか
れ、
「班対抗ポイントラリー＆ゲーム」に挑戦、各ポ
イントの得点を競いあい、
「８団家族」との交流も楽
しくできました。

<カブ隊>
出席スカウト：茂山、松岡、斉藤、坂下、三枝まさと、
三枝はるひ
友情交歓会に先駆けて参加者全員が見守る中、三枝まさ
と君と三枝はるひ君の入団入隊式を行い 8 団カブ隊の仲
間入りをしました。
その後は友情交歓会に参加し楽しい一日を過ごしまし
た。寿楽荘での歌の練習もしました。

班対抗ポイントラリー（味あてポイント、ロープワークポイント）

表彰式

三枝兄弟入団入隊式

<カブ隊>
11/9（日） あすなろ地区行事「楽しい歌とゲームの教室」
テーマ：あすなろ世界ツアー
9 時～14 時半

善福寺川緑地公園

出席スカウト：鈴木、茂山、松岡、斉藤、坂下、三枝まさと、三枝は
るひ
9 時に善福寺川緑地公園に集合し、受付を済ませたところで雨脚が強
くなったので全員雨具を装着、雨の中での開会式となりました。まず

雨中のセレモニー

中国 3 千年の味

はソング、全員で「じゃんけん列車」を歌った後、班に分かれてポイ
ントラリーに出発。ポイントは７つ、ちなみに 8 団のポイントは「中
国 3 千年の味」
、不思議な液体の味見をして 6 種類の成分を当てると
いうゲームに挑戦してもらいました。昼食の時にはすっかり天気も回
復し、その後表彰式、優勝チームには 8 団スカウトも参加していまし
た。解散後、6 団スカウトと合流し、寿楽荘での歌と縦笛の練習をし
ました。

ビーバー隊 12 月の活動予定
７(日) 「秋冬の自然観察」
21(日) 「工作＆クリスマス会」

表

カブ隊
7(日)
21(日)

井の頭公園
荻窪児童館
-1-

彰

式

12 月の活動予定
｢お掃除しましょ」スカウトハウス
｢お料理しましょ」荻窪地域区民センター

11/23（日祝）

第 38 回

「寿 楽 荘 奉 仕 」

8 団ビーバー隊、8 団･6 団のカブ隊、ボーイ隊の

スカウト、リーダーと団委員が参加し、おじいちゃん

おばあちゃん達と歌を通して交流することが出来ました。

<ビーバー隊>

<カブ隊>

参加スカウト： 松下、福村

出席スカウト：茂山、松岡、斉藤、坂下、三枝まさと、

今年で杉並 8 団奉仕活動「38 回め」となる「寿楽荘奉
仕」に参加しました。満員の「ホリデー快速奥多摩 1 号」
に揺られ、奥多摩駅に到着。寿楽荘までは、紅葉の景色
を楽しみながらハイキング。寿楽荘到着後は、杉並 6 団、
8 団合同セレモニー、2 班にわかれ、カブ隊、ボーイ隊
のお兄さん、お姉さんと一緒に歌のプレゼント、たくさ
んの拍手をいただき、楽しく交流も出来ました。

三枝はるひ及び 6 団スカウト
７時 30 分ひみつのステーションに集合、JR と徒歩で
寿楽荘へ。練習の成果を発表、
「肩たたき」の歌ではお
年寄りの皆さんの肩をたたかせていただきました。最
後に縦笛の伴奏つきで「ふるさと」を歌いました。寿
楽荘の皆様には大変喜んでいただくことができまし
た。

縦笛の伴奏

振りつきソング

肩
た
た
き

午後のプログラムでは「氷川の 3 本杉」近くの河原に移
動しましたが、
「吊り橋工事中」など、アクシデントは
ありましたが、奉仕活動と晩秋の自然を満喫した 1 日と
なりました。

石積み競争

紅葉を眺めながらオニギリ
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奥多摩近辺の河原まで
ハイキング、カブ弁で
腹ごしらえの後、水きり
ゲーム、水汲みリレー
などで盛り上がりました。
川原でカブ弁

奥多摩吊り橋

水汲みリレー

<ボーイ隊> 活動報告
11/９（日）GBM/PM

11/23（日）寿楽荘奉仕・野外料理

グリーンバー会議ではトレーニングキャンプにおける

野外料理を実施した。河原の石を利用してのカマドは立ち

メニューとプログラムの検討、決定を行った。

カマドに比較して、狭いために、火力が十分で無く、各班

又、寿楽荘奉仕後の野外プログラムを作成。今回は立カ

共に野菜が固めであった。食事終了後、炊具を片付け、予

マド以外のカマド作りを目的として提案され、奥多摩駅

定通り 5 時に荻窪駅にて解散した。

午前中の寿楽荘訪問の後、予定通り多摩川の河原に向かい、

近くの多摩川の河原で豚汁を作ること決定。
班会議では GB よりトレーニングキャンプの実施内容の
説明がなされ、係り分担を決めた後、備品の点検を行っ
た。
11/29(土)～30(日）トレーニングキャンプ
新入スカウトのトレーニングと新たな班としてのチー

奉仕が終わり寿楽荘にて全員整列

ムワークを実践するための一泊キャンプを地蔵山にて

立ちカマドより面倒だぞ！

行った。基本的には「くまキャンプ」訓練の繰り返しの
為新入スカウトも無難に設営、工作物、水汲み、料理な
どこなしていた。
一日目の午後はかなりの雨に降られたが、各班とも設営
は完了。夕刻には雨も上がり、料理（カレーライス）は
上々の結果であった。
開

ナイトゲーム（宝探し）は井上（妹）と馬目が表彰され

営

式

森林プログラムの実践

た。
現在女子スカウトは 6 名（全員６団）。松本副長が不参
加の為、６団カブ隊赤松副長に応援をお願いした。
班長の指示が班員に理解出来なかったり、隣の班のスカ
ウトとふざけたり、一部新入スカウトはカブ隊の雰囲気
から抜け切れていない点が目に付いた。

佐々木、速水）

ボーイ隊 12 月の 予定

〈団委員会〉

14(日)GBM/PM

11/28(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) 、高木

〈団会議〉
12/6(土) 19:30～21:30

閉営式後全員で

紅 葉 の 秋

8 団からは全員が参加。
（塩澤、澤田、馬目、島津、花輪、

あんさんぶる荻窪

BVS：篠田 CS：大島 BS：儘田、山中 VS：宮崎 RS：山中

（ロープワーク）

21(日)ボーリング大会
31(水)かがり火奉仕

<ベンチャー隊>
11/8(土)～9(日)

団委員：竹之内、山村、山中(喜)

天体観測（下見）奥多摩湖：天候不順
のため延期 日程調整中

〈予 定〉

今後の予定

団委員会 団会議 合同開催
1/10(土)16：00～18：00 荻窪地域区民センター

未定

<ローバー隊>
今後の予定
団、隊奉仕

＜東連 ・地区＞
12/ 4(木) 地区円卓

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。

12/ 6(土) 地区トレーニング集会

あんさんぶる荻窪

Mail: takesan@muj.biglobe.ne.jp

12/18（木) 地区特別委員会

団委員長 竹之内 實

クラブイン荻窪
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団報担当 高木 誠

