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5/10(日)

『親子で遊ぼう１日アウトドア体験』13 時～15 時

<ビーバー隊> 参加スカウト： 松下、福村
春の「親子で１日アウトドア体験会」に参加しました。
当日は初夏のような天候にも恵まれ、イベント参加者と一緒に、
バブロケット、ダンスダンスダンスなどのゲームを楽しんだ後は、
最後のポイントで「おやつ」を美味しくいただきました。
イベントには 13 組の親子連れに参加していただき無事終了、ご協
力いただきました団、保護者のみなさま、ありがとうございました。

バブロケット

ダンスダンスダンス

的入れ

6 団スカウトの応援も得て、

善福寺川緑地公園

暗夜行路

<カブ隊>
出席スカウト：鈴木、茂山、松岡、三枝(ま)、三枝(は)、斉藤、坂下
親子で遊ぼうに参加して各ポイントを体験しました。カブ隊担当
のダンスダンスダンスのお手伝いもしました。「仲間が増えると
いいね」とみんなでがんばりました。
<ボーイ隊>

http://www.sugi8.org/

的入れ、暗夜行路などのゲーム
でスカウトが進行を手伝った。

<ビーバー隊>活動報告
5/ 24(日) 『春のハイキング』

台場公園

参加スカウト： 松下、福村、見学参加者
芝浦ふ頭とお台場を結ぶ吊り橋「レインボーブリッジ」
を遊歩道散策、
「春のハイキング」を楽しみました。荻窪から JR 田町
消防艇 放水！
駅まで電車移動後、遊歩道入口の「芝浦アンカレイジ」７階の北側遊
歩道入口から、お台場へ遊歩道散策開始。橋上からは、東京湾を行き
交う船や、ウオーターフロントの景色を眺めながら散策することが出
来ました。また、偶然、東京消防庁の消防艇によるカラフルな放水訓
練、災害訓練も見ることが出来ました。お台場側の遊歩道出口に到着
後は、
「台場公園」に移動、真下で眺める大迫力のレインボーブリッ
レインボーブリッジ
ジを見ながら、楽しいランチタイム。
遊歩道
午後のプログラムでは、芝生広場でバッタを捕まえたり、親子対決ゲ
ームを楽しんだり、海辺ではカニを捕まえることも出来ました。
帰路は「お台場海浜公園駅」から「ゆりかもめ」に乗車、春の
海辺の自然に親しむ、思い出に残る一日となりました。

ビーバー隊 6 月の活動予定
7 日(日）
「工作、ゲーム」
荻窪地域区民センター
21 日(日）
「作って遊ぼう、りすの道」 荻窪児童館
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お台場でランチタイム

<カブ隊>活動報告

<ボーイ隊>

５/24（日）
「ハロー西荻＆クリーン大作戦｣

5/3(日)－5(火）

9：45 集合 14：30 解散 スカウトハウス集合

活動報告

春のキャンプ：

例年通り春のキャンプを
山梨県南都留郡忍野村の
昭福荘キャンプ場にて 2
泊 3 日の行程で行った。
3 日 6 時に西荻窪駅に集
合し、JR 大月駅にて乗
換、富士急行電鉄の「富
士山駅」よりキャンプ場
まで一時間以上歩いた。
新入スカウトは急な坂道
も含めて、遅れることも
なく、予定時間内にキャ
クリーン大作戦
セレモニー
ンプ場に到着、開営式の
５/30（土）
、31（日） 「荻窪ハーモニーまつり」 あと、早速設営を開始し、
募金コーナー担当 11：00～12：00 と 13：00～14：00
テント、ターフ、立カマ
出席スカウト：鈴木、茂山、松岡、三枝(ま)、三枝(は)、 ド、等を手配した。5 時か
らの夕食では、火の管理
斉藤、坂下
の稚拙が班によって差が
杉並区と姉妹関係にある南相馬市支援の義捐金の
でた。
募金活動を二日間、あんさんぶる荻窪前とすずらん
通りで行いました。大きな声で募金を呼びかけると
二日目は午前中工作物の
皆さん「暑い中ご苦労様」と声をかけていただき募
製作を継続し、昼食後は指
金をしていただきました。スカウトたちとは「いい
示に従い地形図とコンパ
ひとがいっぱいいるね」と話をしました。
スを使用して、ポイントを

出席スカウト：鈴木、茂山、松岡、三枝(ま)、三枝
(は)、坂下、及び 6 団スカウト
スカウトハウスに集合、ハロー西荻スタンプラリ
ーに参加しながらトングとビニール袋を持って西
荻の町のごみ拾い【クリーン大作戦】を実施しま
した。

回る訓練を行った。班毎で
はなく、2－3 人ごとのグ
ループで競ったが、流石に
年長スカウトの読図力は
優れており、指示通りポイ
ント早く回っていた。

先ずは全員制服で

早速

設営開始

次は夕食準備

朝の点検

出発前にポイント書き込み

荻窪ハーモニーまつり募金活動

大営火も終わりつつ
どーだ

イーグルだぞ！

カブ隊 6 月の活動予定
７(日)隊集会
「ザリガニ釣りだよ！カブ＆ビーバー」井の頭公園
21(日)隊集会

西荻北児童館

シルバーホークにはヒヨコ 2 匹

-2-

モビーディックは真面目？

<ボーイ隊>
活動報告
三日目は朝食・点検後撤営を開始した。
帰路も徒歩を
含め順調で、
5 時前には
西荻駅に到着、
スカウトハウ
スにて備品の
片づけの確認
帰路 富士山を背景に
後解散した。
今回、全体的に点検の点数が高く、時間順守、整理
整頓などが改善されたとの印象を持った。特に各班
の中堅である中一スカウト 5 人がジャンボリー関連
で練馬隊のキャンプに参加した為、春キャンは不参
加止む無しであったが、残りのスカウトが頑張った
結果の高得点と言える。
8 団は上記の通り 4 名が練馬隊のヒヨドリ山キャン
プに参加した為、春キャン参加は花輪と佐々木の 2
名のみであった。

<ベンチャー隊>
活動報告

5/2

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

内容

リーダー

ベンチャー章取得プロジェクト 企画・計画書作成

6/21 ベンチャー章取得プロジェクト実施
氷川キャンプ場予定

<ローバー隊>
今後の予定
団、隊奉仕

5/30(土)31(日)

荻窪ハーモニーまつり

今年も募金活動と共に、「焼きそば」「フランクフルト
ソーセージ」「かき氷」「ヨーヨーつり」で、おまつり
屋台村に参加しました。
２日間の募金活動には、たくさんの方々から 72,489 円
ものご協力をいただきました。この募金は杉並区と相
互援助協力関係先の南相馬市の復興支援に役立ててい
ただくよう、杉並区に託しました。

5/17(日）6 団バザー：
桃三小の校庭で行われた６団バザーに８団スカウト
も奉仕をした。前日からの準備と、当日早朝より会
場の設営をし、バザー中は、ゲームコーナーを担当
（イーグル班はモンキーブリッヂ、モビーディック
班はヨーヨー、シルバーホーク班はアーチェリー）
。
遊びに来た子供達に丁寧に接客していた。
終了後は、会場の撤営、物品の搬出の手伝い、ゴミ
拾いを行い、１日の奉仕活動を終えた。
８団参加スカウトは、塩澤、馬目、島津

〈団委員会〉
5/29(金) 開催中止

〈団会議 〉
6/ 6(土)

19:00～21:00 荻窪地域区民センター第 6 集会室

BVS:篠田

CS:大島

BS:儘田 VS:―

RS: 山中

ボーイ隊 6 月の 予定

団委員：竹之内、山村、山中(喜)、高木

14 日（日）GBM/PM

次回

28 日（日）ウォーターアドベンチャー、カヌー訓練

団委員会
6/26(金)19:30～21:00

＜東連 ・地区＞
6/ 4（木） 地区円卓

荻窪地域区民センター第 7 集会室

団会議
西荻地域区民センター

7/ 4(土)19:00～21:00

荻窪地域区民センター第 6 集会室

7/18(土)19(日)

荻窪センターまつり

6/14（日） 23ＷＳＪ練馬あすなろ地区班集会 富士幼稚園
6/19（金） 地区委員会

あんさんぶる荻窪

6/20(土)～21(日) 23ＷＳＪ世田谷あすなろ地区訓練キャンプ
6/25（木） 地区協議会

西荻地域区民センター

6/27（土）第 12 回 23ＷＳＪあすなろ地区実行委員会
産業商工会館
6/28（日）スカウト救命救急講習会

8/23(日)16:00

隊長会

9/26(土)10:00

育成会総会

9/27(日)13：00

上進･入隊式

中野消防署本署

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。

6/28（日）東京連盟 23ＷＳＪ 派遣隊説明会 スカウト会館
7/ 2（木） 地区円卓

Mail: takesan@muj.biglobe.ne.jp

なかのＺＥＲＯ

団委員長 竹之内 實
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団報担当 高木 誠

