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<ビーバー隊>活動報告

<カブ隊>活動報告

6/７(日) 『工作・ゲーム』 荻窪地域区民センター
参加スカウト： 松下、福村
ウオーミングアップのショートゲームで集中力を高め
たあとは、メインプログラムの「ジャンプへび」、
「くる
くるコマ」を作って、遊びました。
「ジャンプへび」工作は、牛乳パックを切り取り、ゴム
でつないで、最後に「へびの眼」を書いて完成です。
「くるくるコマ」工作も素敵なデザインの「こま」を作
り、完成後は、へびジャンプの高さを競ったり、こまの
回転時間を競ったりと、身近な廃品を利用、楽しく遊ぶ
ことを学びました。

6/7（日） [ザリガニ取りだよ！カブ＆ビーバー～！」
8 時半～14 時 井の頭三角公園
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
今回は 6 団ビーバー隊と合同の集会です。西荻駅から
井の頭三角公園までは徒歩で移動、
セレモニー後ザリガニ取りの仕掛
けとえさを準備、さっそく川に入
ってザリガニ取りに熱中しました。
なかなか取れませんでしたがなん
とビーバースカウトが一匹ゲット
しました。
ザリガニ捕り開始

くるくるコマ

カブ弁で腹ごしらえの後、
ビーバー、カブ一緒に弁慶
や猛獣がりで盛り上がりま
した。

よく回りました

くるくるコマとジャンプヘビ作り

6/ 21(日) 『作って遊ぼう！・りすの道』 荻窪児童館
参加スカウト： 松下
梅雨にはいり、すっきりとしない天候が続いています
が、
「飛行機」を作り、大空高く、飛ばして遊びました。
室内でそれぞれ素敵なデザインの「割りばし飛行機」、
「紙飛行機」を作ったあとは、近くの公園に移動、最初
は上手に飛ばすことが出来ませんでしたが、コツをつか
み、飛ばすことが出来るようになりました。
カブスカウト上進への準備、「りすの道」では、ボーイ
スカウトの歴史や「やくそくとさだめ」について学びま
した。

6/21（日）
「シャボン玉飛ばそう！カブ＆ビーバー～！
9 時～12 時
西荻北児童館
出席スカウト：鈴木、茂山、三枝(ま)、三枝(は)、
斉藤、坂下、及び 6 団スカウト
今回も 6 団ビーバー隊と合同の集会です。まずはシャ
ボン玉の道具作りから開始、園庭に出ていろいろな原
料でシャボン液をつくり、シャボン玉を飛ばして楽し
みました。どのシャボン液がいいかいろいろ試しまし
た。その後、室内でロープワーク、ソング、カブブッ
ク履修を行いました。

シャボン玉飛ばそう

ビーバー隊 今後の活動予定
7/ 5 (日） 「工作・りすの道」 荻窪児童館
7/12 (日） 「キャンプ出発式」 荻窪白山神社
7/20 (月） 「川遊び」
野川公園
8/22 (土) 「デイキャンプ」 小金井公園

カブ隊 7 月の活動予定
7/ 5(日)隊集会「電車ラリー」山手線で東京めぐり
7/26(日) 隊集会｢夏キャンプ準備」 西荻北児童館
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<ボーイ隊>

活動報告

<ベンチャー隊>
7/19 隊会議

6/14(日) GBM/PM：

今後の活動予定

GBM：GB スカウトの進歩の確認を行った。２級挑戦
スカウトは 28 日に予定されているウォーターアドベ
ンチャー（カヌー）参加が必須となる。
PM:カヌー訓練の詳細を決定。7 月の班ハイキングの
組み合わせやルートについても、検討し具体的に決定
した。
6/28(日) 隊集会、ウォーターアドベンチャー
今年は参加スカウトが多くなったため、車は諦め、電
車での往復となった。6 時前に西荻窪に集合し、新宿、
池袋、小川町と乗り継ぎ 9 時過ぎに寄居駅に到着。約
4Km, 40 分ほど歩いてこだま舎カヌーに到着した。セ
レモニー、ランプさん挨拶の後着替えてカヌー訓練を
開始した。
二人ずつ９艘で行い、当日は好天に恵まれ、風も弱く、
３時間弱の訓練は順調に進んだ。カヌーへの乗り降り
には苦労したが、水に落ちたスカウトもなく、終了時
には GB を中心にカヌーをラックに収納し、終了とな
った。昼食後、着替えて、セレモニー、挨拶を行い、
寄居駅に向かい出発した。予定通り西荻窪駅にて５時
過ぎに解散。

<ローバー隊>
今後の予定
団、隊奉仕

《夏 キ ャ ン プ》
第 23 回世界スカウトジャンボリー 7/25～8/9
ビーバー隊 8/22 デイキャンプ 東京 小金井公園
カ

ブ隊 8/6～9 長野県国立高遠青少年自然の家

ボ ー イ 隊 8/13～16 山梨県 金峰山荘キャンプ場
ベンチャー隊 8/21～23 サイクリングキャンプ
長野佐久平～野辺山～山梨甲府

〈団委員会〉
6/26(金) 19:30～21：00 荻窪地域区民センター第 6 集会室
竹之内、山村、山中(一)、山中(喜)

〈団会議 〉
7/ 4(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:― VS:宮崎

RS: 山中

団委員：竹之内、山中(喜)、高木
次回
〈団委員会〉
7/31(金)19:30～21:00

荻窪地域区民センター

〈団会議〉
ランプさんの挨拶・説明

「いざ、漕ぎ出すぞ！」

9/12(土)19:00～21:00

荻窪地域区民センター（8 月は休会）

7/12(日)9：00 夏キャンプ出発式・安全祈願

7/18(土)19(日)

白山神社

荻窪センターまつり

8/23(日)16:00 隊長会

荻窪地域区民センター

9/26(土)10:00 育成会総会 荻窪地域区民センター第 1・2
9/27(日)13:30 上進･入隊式 荻窪地域区民センター第 4・5
「パドルの操作はこうして！」

「慣れてきたね！」

＜東連 ・地区＞
7/ 2（木） 地区円卓

なかのＺＥＲＯ

7/ 4（土） 23ＷＳＪ世田谷あすなろ合同実行委員会
7/ 5（日） ホームステイ受入家庭説明会 あんさんぶる荻窪
7/19(日) 23ＷＳＪあすなろ地区壮行会
7/19(日) 地区ベンチャーフォーラム
収納は力仕事でした

最後にランプさんと一緒に

ボーイ隊 7 月の 予定
12 日(日）9：00 出発式 於白山神社
10：00 班ハイク準備（スカウトハウス）
15：00 保護者会（スカウトハウス）
収納は力仕事でした
19 日（日）隊集会 班ハイク
20 日（月）23WSJ 練馬隊 個人装備集荷・保護者会
25 日（土）23WSJ 練馬隊出発

杉並区役所
中野産業振興センター

7/20(月) 23ＷＳＪ練馬地区集会・保護者会 練馬区不二幼稚園
7/23（木） 地区委員会

あんさんぶる荻窪

7/27（月） 23ＷＳＪ世田谷あすなろ地区出発
7/28（火） 23ＷＳＪ練馬あすなろ地区出発

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
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団報担当 高木 誠

