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カブ隊 7 月の活動予定 

8/6(木)～9（日）「夏キャンプ」 
 長野県「国立信州高遠青少年自然の家」 

日程調整中 「くまキャンプ」 場所未定 
ビーバー隊 今後の活動予定 
8/22 (土)  「デイキャンプ」  小金井公園 
 

<カブ隊>活動報告 
7/5（日）  [電車に乗って東京めぐり」 8 時～14 時半  

 スカウトハウス集合解散 
出席スカウト：茂山、三枝(は)、斉藤、坂下、及び 

6 団スカウト 
スカウトハウス集合、セレモニーの後各組ルート決めを

していざ出発。山手線を利用してポイントを回り問題を

解きます。恵比寿：恵比寿様像、浜松町：小便小僧、新

橋：SL、上野：西郷どん、巣鴨：とげぬき地蔵、高田の

馬場：滝のビル、新宿：新宿の目、ゴールは都庁展望室。

みんな遠足気分で楽しく東京めぐりができました。スカ

ウトハウスに戻りセレモニー後仲良しの輪をして解散し

ました。 
 

<ビーバー隊>活動報告 

 7/ 5(日)  『工作・りすの道』     荻窪児童館 

参加スカウト： 松下、福村  

すっきりとしない梅雨空が続きますが、次回隊集会「川遊

び」は青空をイメージ、「スチロール船」を作り、準備し

ました。 「りすの道」では、カブスカウトのサイン、標語、

敬礼を学習しました。 

 

7/ 20（月）  『川遊び』        野川公園  

参加スカウト： 松下、福村、見学参加者  

7/26（日）「夏キャンプの準備をしよう！｣ 9 時～12 時  

西荻北児童館 

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 

夏キャンプ直前の準備集夏キャンプ直前の準備集会です。キャンプの大きな持ち

物を持って児童館に集合。セレモニー後、基本動作のおさ

らい、荷物の確認、記名の確認、パッキング、シュラフの

扱いをゲームを交えながら練習しました。ソングとロープ

ワークで気分転換後、各組に分かれてスタンツ練習をしま

した。テーマは桃太郎、金太郎、浦島太郎全員集合の  

「三太郎物語」。 

恵比寿様      新橋ＳＬ      西郷どん 

シュラフ訓練       基本動作のおさらい 

 自慢のスチロール船 りすの道でカブスカウトの準備

7/ 12(日)  『キャンプ出発式』 荻窪白山神社 

参加スカウト： 松下、福村 

夏恒例の「キャンプ出発式」に参加、夏キャンプの安全 

祈願を行いました。 

 

梅雨明け「海の日」に野川公園

にて、「川遊び」を楽しみまし

た。荻窪駅から電車、徒歩にて

野川自然観察センター移動後、

まずは野川で観察できる野鳥、

水の生き物、昆虫などを学びま

した。 

わき水広場へ移動、設営後、 

「野川水遊び」スタートです。 

午前のプログラムでは、国分寺

崖線から湧き出る冷たい「わき

水」に「スチロール船」を浮か

べたり、「がさがさ(たも網を

使った魚とり)」では、小さな

エビ、ドジョウ、アメンボなど

をとり、観察することが出来ま

した。楽しい昼食後は、「水ふ

うせん競争」で盛り上がり、野

川の生き物とふれあい、自然の

大切さを学ぶ、一日となりまし

た。 
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収納は力仕事でした 
 

＜東連 ・地区＞ 

8/27（木） 特別地区委員会 19：30       クラブイン荻窪 

9/13（日） ボーイスカウト講習会       西荻南区民集会所 

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  団報担当 高木 誠 

ボーイ隊 8 月の 予定 
7/25（土）～8/9（日）第 23 回世界ジャンボリー 

8/ 2（日）GBM/PM 

8/13（木）～16（日）夏キャンプ   

<ベンチャー隊> 

今後の活動予定  8/21～23 サイクリングキャンプ 

<ローバー隊>  

今後の予定  団、隊奉仕 

 

<ボーイ隊>  活動報告 
 

〈団委員会〉  

7/31(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 〉  8 月休会 
次回 

〈団委員会〉 

8/28(金)19:30～21:00 荻窪地域区民センター 

〈団会議〉  

9/12(土)19:00～21:00 荻窪地域区民センター（8月は休会） 

 

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 

 

7/12（日）9：00 出発式： 

8：30 にスカウトハウスに集合し、9：00 からの白山神

社出発式に参加。澤田スカウトの太鼓で出発式は無事

終了。お守りを皆に配布して解散した。 

10：00 班集会： 

スカウトハウスに戻り、19 日のハイキング計画書作り

を行った。 

今回は 2 級挑戦ハイクを兼ねており、二人ずつ組んだ

3 班が挑戦ハイク、残りが合同隊として一斑を組成し

た。 

15：00 保護者会 

スカウトハウスにて約 2 時間に亘り進歩の現状やジャ

 

7 月 19 日（日）2級挑戦ハイク 

リーダーは 6 時に西荻窪に集合

し、各班が夫々の計画書に従っ

て集まるのを待ち、担当班と共

に別々に出発した。今回は相模

湖・藤野をスタートする 2 ルー

ト設定し、始点・終点を逆にし

て 4 班用の行程とし、11：00 前

後に景信山山頂で昼食時集合と

した。種々小トラブルはあった

が、全員 3：30 までには西荻窪

駅に戻ることが出来た。花輪君

は 6 団の森君と組み挑戦、豊島

君と佐々木君は合同隊のメンバ

ーとなった。佐々木君も含め今

年の新入スカウトは皆健脚で計

画書通りの時間配分でハイキン

グを完了出来た。当日ジャンボ

リー練馬隊参加の 5 名は個人装

備の集荷日と重なり不参加。 

 
7 月 20 日（月）ジャンボリー練馬隊結隊式： 

平和台の不二幼稚園にて、午前中訓練、
午後から先ず保護者会、その後結隊式を
行い、班ごとに壇上に上がって一人ひと
り決意表明を行った。「英語が通じなく
てもボディラングエッジで外国隊と交
流します」という勇ましくもチョット寂
しい発言が多かった。8団の 4名（島津・
馬目・澤田・塩澤）はスカウト・保護者
とも全員参加、6 団 1名（佐野）もスカ
ウト、保護者共参加。古川隊長も結隊式
に出席した。 
 

7/12(日)9：00 夏キャンプ出発式・安全祈願  白山神社 

各隊のキャンプとＷＳＪの安全を祈願していただきました。 

7/18(土)19(日)  おぎくぼセンター祭 

合同隊全員揃って出発前 

花輪班と共に頂上茶屋にて 

相当暑いぜ！まだ水ある？ 

島津君の決意 

馬目君   澤田君   塩澤君 の決意   

世界スカウトジャンボリー派遣スカウト達に

団委員長から激励の言葉がおくられました。 

ビ
ー
バ
ー
隊 

カ
ブ
隊 

今年も 8 団特製

焼きそば、かき

氷、ヨーヨーつり

の屋台を出店し、

暑い中遊びに来

た皆さんによろ

こんでいただき

ました。 

ご協力いただい

たスカウトとご

家族の皆さん 

ありがとうござ

いました！！ 

ボ
ー
イ
隊 


