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<ビーバー隊>活動報告
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<カブ隊>活動報告

4/5(日)「春キャンプ準備 2」9 時～12 時 西荻北児童館
参加スカウト： 松下 出席スカウト：鈴木、茂山、松岡、三枝(ま)、三枝(は)、
春の気まぐれな天気の一日、新宿御苑にて「春の自然 斉藤、坂下、及び 6 団スカウト
児童館で春キャンプの準備をし
観察」を楽しみました。
ました。シュラフのたたみ方な
満開のサクラを背景にセレモニー、広い園内をレスト
ハウスから「母と子の森」目指してポイントハイクを どをゲーム形式で練習しました。
開始、
「ハンカチノキ」
、
「オオシマザクラ」などを観察、 次にうさぎ、しか、くまに分か
「大温室」では大きな南国の植物や水面に浮かぶ花な れてロープワーク、最後に組に
ども観察することが出来ました。昼食後のプログラム 分かれてキャンプファイヤで披
シュラフ訓練
露するスタンツの練習と小道具
では、
「春のスケッチ」を楽しみ
作りをしました。
あいにくの空模様でしたが、
「春
次回の春キャンプが楽しみです。
の自然」を満喫した一日となりま
4/ 5(日) 『春の自然観察』

新宿御苑

した。

ロープワーク

スタンツ小道具作り
4/18（土）～19（日） 「春キャンプチャレンジ｣
7 時 40 分集合 翌日 15 時 30 分解散
町田市立大地沢青少年センターキャンプ場
出席スカウト：鈴木、茂山、松岡、三枝(ま)、三枝(は)、
斉藤、坂下、及び 6 団スカウト

4/19(日) 『作ってあそぼう！＆保護者会』
善福寺川緑地公園 参加スカウト： 松下、福村
セレモニー後のショートゲームで準備運動、身体を動
かしたら工作開始。
工作のテーマは、
「大きなシ
ャボン玉を作って夢をふく
らませる」で早速、大きく
飛ばすための道具作りに挑
戦、それぞれ針金やモール
を工夫して、道具を作り、
シャボン玉を飛ばして遊び
ました。
小枝章おめでとう ビーバー！！
保護者会では今後の活動
予定説明意見交換などを行
いました。
夢がふくらむ
シャボン玉

開 営 式

ビーバー隊 5 月の活動予定
10(日） 「親子で遊ぼう！イベント」善福寺川緑地公園
24(日) 「春のハイキング」
台場公園
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チャンバラ風船わり

スカウトハウス集合、JR 西荻窪駅から
八王子駅で乗り換え相原駅下車、送迎バ
スでキャンプ場手前駐車場へ、そこから
はキャンプ場まで大きいリュックをしょ
って歩きました。
1 日目のメインプログラムはワイドゲーム
ごめんチャイじゃんけん、ねことねずみ、ロープワークリ
レー、チャンバラ風船割り、しっぽとりで競いました。焼
きいものおやつで一息ついた後、野外料理に挑戦、みんな
で協力して夕食のカレーとサラダを作りました。夕食後は
お楽しみのキャンプファイヤ、スタンツは 1 組「さるかに
合戦」2 組「おむすびころりん」3 組「金太郎」リーダー｢か
さ地蔵」を披露しました。

<カブ隊>活動報告
2 日目は恒例モーニングストレッチでスタート、点

<ボーイ隊>
活動報告
4/25(土）~26(日）オーバーナイトハイキング：

検、モーニングセレモニー、モーニングゲームのあ

20：30 西荻窪駅に集合、

と、揚げもち入りうどんの朝食、牛乳パックを使っ

22：00 に武蔵五日市駅に到

てお昼の弁当を作りリュックに入れてハイキング出

着した。登山用に着替えて、

発。キムス、味あて、くまの毛（けものがり）のポ
イントをクリアしてゴール到着。キャンプ場に感謝
のエールを送った後、送迎バスで相原駅に向かいま
した、無事にスカウトハウスに戻り閉会セレモニー
で各種表彰、なかよしの輪をして解散しました。

22：30 に出発、琴平神社経
由麻生山、日出山を目指し
た。山道はほとんどが登り
で、夜風が涼しいにも拘ら

出発前の注意事項伝達

ず、全員かなり汗をかいた。
最後の急坂を登り切って頂
上（標高 902m）に到着が 2
時と順調に進み、ゆっくり
夜食を楽しんだ。3 時前に
頂上を出発、梅野木峠まで
は基本的には下りだが、更

暗闇の中で 10 分休憩

に三宝山（647ｍ）を超えて
モーニングゲーム

ハイキング

カブ隊 5 月の活動予定
10(日)「親子で遊ぼうイベント」善福寺川緑地公園
24(日) 隊集会 ｢ハロー西荻」
5/30(土),31(日) 「荻窪ハーモニーまつり」
あんさんぶる荻窪

往路とは異なる琴平神社に
4 時過ぎに到着。琴平神社
を出発する 4 時半頃には周
りが白み始め、民家がある
ことも配慮し、ライトを付
けずに一般道路を進み、多 深夜 2 時日出山山頂にて

<ボーイ隊>活動報告

摩川に架かる和田橋経由、

4/12(日）GBM/PM：

終点の宮の平駅に 6 時過ぎ

GBM では月末のオーバーナイトハイクの行先に関

に到着した。

して討議。昨年西荻窪から武蔵五日市まで都市ハイ

6 時 40 分の始発電車を待っ

クを実施したので、今年は登山に決定、出発点は昨

て予定通り西荻窪 8 時解散

年の終点である武蔵五日市駅とした。

となった。

PM では、ルート詳細について意見を交わしたが、

今回は一年目の小 6 スカウ

結果日ノ出山経由、宮の平駅を終点とすることとし

トが極めて元気で、故障者

た。その後、春キャンプの準備として炊具、工具の

も無く、一人も遅れず快調

点検を行った。

なペースでのナイトハイク

宮の平駅前到着

であった。
4/18(土）一級挑戦キャンプ報告書の添削・完成：
挑戦キャンプに参加したスカウト全員が 18：00 ス
カウトハウスに集合。リーダーの指示に従って報告
書を訂正し、完成させた。一人ひとりチェックした
為、終了したのは 21 時半となった。この報告書は

ボーイ隊 5 月の 予定
3-5 日

春キャンプ

（忍野村）

ジャンボリー練馬隊編入スカウトは同時期ひよどり山にて
キャンプ

菊章申請の際の重要な提出物の一つとなる為、皆真

10 日

剣に作成し、時間がかかってしまったもの。

17 日 6 団バザー （桃三小学校）
24 日
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8 団募集イベント
GBM/PM

（善福寺川緑地公園）

<ベンチャー隊>

〈団委員会〉

活動報告

4/24(金) 19:30～21:00 荻窪地域区民センター第 7 集会室

4/3

隊会議

団委員：竹之内、山村、山中(一)、山中(喜)

出席 横田・篠田
荻窪地域区民センター ロビー

5/2
内容

5/ 9(土)

隊会議 あんさんぶる荻窪図工室

午後 7 時より午後 9 時 出席 横田・篠田

〈団会議 〉

リーダー

ベンチャー章取得プロジェクトについて

19:00～21:00 荻窪地域区民センター第 6 集会室

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
次回
団委員会

<ローバー隊>
今後の予定
団、隊奉仕

5/29(金)19:30～21:00

荻窪地域区民センター第 7 集会室

団会議

＜東連 ・地区＞
5/ 7（木） 地区円卓

6/ 6(土)19:00～21:00
中野区産業振興センター

5/ 9（土） 第７回 23ＷＳＪ世田谷・あすなろ合同実行委員会

荻窪地域区民センター第 6 集会室

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

5/10（日） 23ＷＳＪ世田谷あすなろ地区班集会 赤堤教会
5/16（土）第 11 回 23ＷＳＪあすなろ地区実行委員会
あんさんぶる荻窪
5/22（金） 地区委員会

あんさんぶる荻窪

5/23（土） 東京連盟年次総会

NYC

5/30(土)・31(日)
「荻窪ハーモニーまつり」 模擬店出店
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。

5/28（木） 各種運営委員会 合同
5/30（土） 日本連盟全国大会
6/ 4（木） 地区円卓

Mail: takesan@muj.biglobe.ne.jp
石川県小松市

団委員長 竹之内 實

西荻地域区民センタ
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団報担当 高木 誠

