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<ビーバー隊>活動報告

<カブ隊>活動報告

2/ 1(日) 『工作・ゲーム』

2/1（日）
「アイススケートチャレンジ」

荻窪児童館
参加スカウト：福村
節分の豆まきには、悪魔のような鬼の目「魔目（まめ）
」にめがけて豆
を投げれば、鬼が力を失う、という言い伝えがあります。杉並８団ビ
ーバースカウトも元気に「鬼たいじ」を楽しみました。
工作プログラムでは、ペットボトルを使い、こわ～い「赤鬼・黄鬼・
青鬼」作りに挑戦、完成後は「輪投げ」で鬼たちを捕まえました。
最後に班対抗で豆を使った「ストローゲーム」で、おおいに盛り上が
りました。

9 時 00 分～14 時 45 分
明治神宮外苑スケートリンク～近くの公園

出席スカウト：鈴木,松岡,三枝まさと,
三枝はるひ,斉藤,坂下,及び 6 団スカウト
開会セレモニーで
ストレッチ体操を
済ませいざスケート
リンクへ。全員安全
に気をつけながら、
2 時間たっぷりと
スケートを楽しみま
した。

こわ～い？「赤鬼・黄鬼・青鬼」

2/ 15(日) 『施設見学会』

しながわ水族館

開会セレモニー
イルカのジャンプ

ビーバー隊 3 月の活動予定
8(日)
「工作・ゲーム」善福寺川緑地公園
15(日)
「お料理教室」 荻窪児童館
こわいーい
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サメ

近くの公園へ移動してカブ弁タイム。
ロープワーク、ゲーム、閉会セレモニ
ー後、JR で荻窪まで帰ってきました。

閉会セレモニー

クラゲといっしょに

スケート訓練中

ロープワーク訓練中

参加スカウト： 松下、福村
冬晴れの一日、水の生物観察を目的に、
「しながわ水族館」を訪れまし
た。JR 荻窪駅から京急大森海岸駅→水族館へ移動、セレモニー後、
「イ
ルカショー」→「水中ショー」→「アザラシショー」→「アシカショ
ー」とそれぞれ華麗でユーモラスなショーを楽しみました。
昼食後は、トンネル水槽からのアザラシ、海カメ、エイ、クラゲ、迫
力のシロワニ（サメ）などたくさんの生き物を観察、ふれあい水槽で
はヒトデなど身近な生き物とのふれあいも楽しむことが出来ました。

<ボーイ隊>

<カブ隊>活動報告
、

活動報告

2/15（日）
「BP 祭｣ 9 時～12 時 西荻北児童館

2/1(日)

出席スカウト：鈴木、茂山、松岡、三枝まさと、

GBM ではスケート場の検討を行ったが、適切な野外リンク

三枝はるひ、斉藤、坂下、及び 6 団スカウト
今日はボーイスカウト創設者、ベーデンパウエルの

GBM/PM

がないため、東伏見の屋内リンクで実施せざるを得ないとの
結論となった。
その後班会議では６団の

誕生を祝う BP 祭。開会セレモニー後 BP について 高橋副長によるカメラに
紙芝居やクイズで学びました。世界のスカウトにつ 関する講義を行った。
いてはシュウマイじゃんけんで回答、世界の国々に カメラの歴史と原理を解
ついてはカルタとりゲームで盛り上がりました。

説した後、実際に写真を
撮る際の注意事項、特に
写真についての高橋副長講義

絞り、焦点、手振れにつ

いて具体的に解決方法の説明があった。最後に写真の枠の外
が想像できるような写真を撮ることが「良い写真」と、専門
家らしい結論が出された。高橋副長は商業写真（コマーシャ
ル）中心の専門家で、大学でもカメラに関する講義を受け持

開会セレモニー

っているとのことです。
2/8(日) 写真撮影・スケート

ＢＰ紙芝居
世界のスカウトクイズ

で回答）

（シュウマイジャンケン

午前中は先ず西荻窪駅より歩いて善福寺公園まで行き、班集
会での講義を参考に写真撮影を行った。鳥を撮るグループと
植物を撮るグループに分けたが、結局全員鳥を中心に撮影し
た。公園には意外と多くの鳥が居て、各スカウトは自由に写
真撮影を楽しんだ。マスターバッチ取得には写真のコンテス
トに応募するとの課目もあり、偶々募集中の日本連盟に「活
動中のスカウトの写真」を隊長経由応募するようスカウトに
指示した。

善福寺公園での写真撮影

カブ隊 ３月の活動予定
1(日) 春キャンプ準備
児童館
15(日) アスレチックチャレンジ 平和の森公園
<ボーイ隊>
現在中学 1 年と 2 年の 2 級スカウトが集まり、1 級挑
戦キャンプの計画を検討・作成した。8 団は澤田、塩
澤、馬目、島津の 4 名で、全員 WSJ 参加者。これに
先立ち 2 月 22 日（日）にリーダーは２級スカウトの

鯉のあくび？

こさぎが獲物を
捕らえた瞬間

2 月 28 日（土）1 級挑戦キャンプ打合せ

ターゲット・マスターバッチの進捗状況をチェックし

午後は善福寺公園より東伏見まで歩き、途中昼食（弁当）を

たが、上記 4 名は順調に取得しており、挑戦キャンプ

食べた後、ダイドードリンコ

終了時点で 1 級昇格が可能であること確認された。

ケートを楽しんだ。６団の井上兄・妹はスケートを普段から

スケートリンクにて二時間ス

習っており、皆に促されジャンプやスピンなど華麗な滑走を
披露していた。帰路は雨が降り始めたため、電車・バスを乗
り継ぎ西荻駅まで戻った。
６団松本副長が都合で不参加にて、森スカウトの母親が仮副
長として参加した。8 団参加スカウトは澤田・馬目・花輪・
妹の演技に感心

三人颯爽と

佐々木・速水の 5 名。

8 日(日)

転倒！

ボーイ隊 3 月の 予定
GBM/PM

15 日(日) 隊集会
21 日(土)～22 日(日)１級挑戦キャンプ 島津、澤田
28 日(土)～29 日(日)１級挑戦キャンプ 塩澤、馬目

黙々と・・
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〈団委員会〉

<ベンチャー隊>
今後の予定
3月
隊会議
新人歓迎行事

2/27(金) 19:30～21:00 荻窪地域区民センター第 7 集会室
団委員：竹之内、山村、山中(一)、山中(喜)、高木

〈団会議 〉
3/7(土)

<ローバー隊>
団、隊奉仕
今後の予定

BVS:篠田

19:00～21:00 荻窪地域区民センター第 6 集会室
CS:大島

BS:― VS:宮崎

RS: 山中

団委員：竹之内、山村、山中(喜)、高木
次回

＜東連 ・地区＞

団委員会

3/ 1（日） 23ＷＳＪ練馬・あすなろ地区 合同結隊式保護者会

3/27(金)19:30～21:00

3/ 5（木） 地区円卓

練馬平和台体育館

団会議

中野ゼロ

4/ 4(土)19:00～21:00

3/ 7（土） 23ＷＳＪ世田谷・あすなろ合同実行委員会
下北沢
3/20（金） 地区委員会

荻窪地域区民センター
荻窪地域区民センター

5/10(日) 13：00～15：00
「親子で遊ぼう！１日アウトドア体験」
善福寺川緑地公園

あんさんぶる荻窪

3/21（土） 23ＷＳＪ練馬あすなろ地区 合同班集会

5/30(土)・31(日)

3/21（土） 23ＷＳＪあすなろ地区実行委員会

「荻窪ハーモニーまつり」 模擬店出店
あんさんぶる荻窪

あんさんぶる荻窪
3/26（木） 地区委員長会議

クラブイン荻窪

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。

3/29（日） 23ＷＳＪ世田谷あすなろ地区 合同結隊式

Mail: takesan@muj.biglobe.ne.jp

隊・班集会、保護者会 代沢小学校

団委員長 竹之内 實
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団報担当 高木 誠

