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荻窪地域区民センター

カブ上進式

育成会年次総会
9 月 26 日（土）
荻窪地域区民センター

山村育成会長が議
長となり議事進行
し、27 年度の活動報
告に続き、収支決算
報告があり承認され
ました。次に 28 年度
の活動計画が発表
され、予算案が承認
されました。
また２８年度カブ隊
副長として齊藤氏が
奉仕くださることにな
り、竹之内団委員長
から任命状が授与さ
れました。

カブ入隊式

ビーバー隊
松下さん、スミス君が杉並八団
の仲間になりました。
竹之内団委員長から、入団許可

ボーイ入隊式

証が授与され、ビーバー隊の

ボーイ隊

「やくそくときまり」を述べ、

鈴木さん、1 名が入隊。８

ビーバースカウトになりまし

団スカウト数は 7 名（速水

た。

君は休隊）となった。

オメデトウ、ビーバー！！

その後、会場をお借りし
て、新しい年度の班長・次

ビックビーバー松下君、福村君

長選挙を行い、班長は塩

がカブ隊へ上進しました。

澤、澤田、崎谷（６団）、

カブスカウトの「やくそくとさ

次長は馬目、島津、手塚（６

だめ」も、しっかりと述べまし

団）が決定。１０月４日ま

た。

でに最終的な班編成を行

これからもみんなと仲良く助

うこととした。

け合い、スカウト活動を楽しん
で下さい。

ローバー隊

ガンバレ、ビーバー！！

横田君が上進入隊した。
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<ビーバー隊>活動報告
9/ 13(日)
『カントリー大作戦＆ビックビーバー追い出し』
あんさんぶる荻窪
参加スカウト： 松下、見学参加者
9 月恒例の「カントリー（缶トリー）大作戦＆ビ
カ ン ト リ ー 大 作 戦

ックビーバー追い出し」を行いました。カントリ
ー大作戦では、荻窪白山神社商店街から青梅街道
沿いに、ポイ捨て空き缶・ペットボトルの回収、
たばこの吸い殻回収、ごみ拾い清掃奉仕を行い、
町の美化に取り組みました。
あんさんぶる荻窪に戻ったあとは、
「お菓子パー
ティ」 2 年間を振り返り、ちょっぴり寂しいけ
れど、みんなで元気に「ビックビーバー追い出し」

ビッグビーバー追い出しお菓子パーティー ！

ビーバー隊 10 月の活動予定
12(月)
「親子で遊ぼう！1 日アウトドア体験会」
善福寺川緑地公園
25(日)
「秋のハイキング」
消防博物館

を行いました。

<カブ隊>
9/6（日）
「カントリー大作戦!」
9 時～12 時 西荻北児童館集合解散
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
西荻北児童館集合、セレモニーの後
各組ルート決めをしていざ出発。
トングとゴミ袋を持って西荻北方面、
西荻南方面、荻窪方面にわかれて
ごみ拾いを実施。児童館に戻って
カントリー大作戦
空き缶、空き瓶、ペットボトルなどを
水洗いして数量チェック。空き缶、ペットボトルは 78 本回収できました。

カントリー大作戦完了！

9/13（日） 「かがり火奉仕」
17 時半～20 時 荻窪八幡神社
出席はくまスカウトのみ：鈴木、6 団細川

9/20（日） 「工作とくまの追い出し」
9 時～12 時半

西荻北児童館集合町会会議室解散

出席スカウト：鈴木、松岡、三枝(ま)、三枝(は)、坂下、及び 6 団スカウト

ノッティングボード製作中

西荻北児童館集合、セレモニーの後ロープワークの再確認、ノッティング
ボード（カブブックにあるロープむすびを作ってコルクボードに貼る）を
製作し、園庭に集まって記念撮影をしました。
その後、町会会議室に移動、1 年の振り返りとくまの追い出しをして今年
度の集会を終了しました。

カブ隊 10 月の活動予定
12（月）
「親子で遊ぼう」

善福寺川緑地公園

ノッティングボード完成

25（日）
「基本訓練 はじめの一歩大作戦!」
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9/20(日)～21 日(月）
「くまキャンプ」
13 時～翌日 17 時
地蔵山キャンプ場
ボーイ隊に上進予定の 8 団鈴木さんと 6 団細川（愛）さん計 2 名を対象に地蔵山キャンプ場にて一泊 2 日のキャ
ンプを行った。
先ずは国旗掲揚・降納を学び、その後設営開始。テント・タープの張り方、角結び・筋交い結びを使って立ちカ
マド製作、マキ拾い、火つけ、調理など一連の作業を行い、美味しいカレーライスで一日目が終了。

先ずは国旗掲揚・降納

設営 テント・タープ

タンク置きと水穴の注意

二日目は朝食後、ロープワークを引き続き行い、更に計測訓練。実際に長さを測って実用性を実証した。昼前か
ら昼食をはさんで撤営を行い、予定通り 4 時に荷卸しを終えて、スカウトハウスにて解散した。訓練中くまスカ
ウト二人の真剣な目つきが印象的であった。6 団カブ隊より井上（野営長）
、赤松、菊池のリーダー３名が参加。
（儘田隊長 記）

3 本指で敬礼の練習

ロープワーク訓練

全員集合！

<ボーイ隊> 活動報告
9/13（日）GBM/PM 9：00～12：00
夏キャンプの反省を中心に班としての活動を顧みてチームワークの観点より意見を出し合った。
又、来年度（平成 28 年度）については年間プログラムの大まかな説明を行なった。又、期間が 1.5 年となり、
次回の上進・入隊は平成 28 年 9 月ではなく、平成 29 年 4 月となることを伝達。現在中学三年の 4 名スカウト（全
員 6 団）は平成 28 年 4 月まで隊付きとして引き続きボーイ隊に残り、一部は菊章を目指すこととした。
9 月 13 日（日）保護者会 13：30～15：00
会議室にて 11 名の参加者を得て、保護者会を開催。平成 27 年度の活動報告と会計報告のあと 28 年度の活動計
画を説明。
年間プログラムは 10 月 4 日の 6 団上進・入隊式に手渡すこと、年度期間が今年度は 1.5 年になること（従い、
VS 隊への上進は来年 4 月）
、3 年の移行期間を経て制服が変更になること等を説明した。
最後に、6 団の活動費、総務担当などの打合せを行い、終了した。
9 月 13 日（日）荻窪八幡神社かがり火奉仕 17：30～21：00
夏の祭礼に合わせて恒例のかがり火奉仕を行った。カブ隊も含め多数のスカウト、リーダーが集合。
御神楽が上演され、夜店の屋台も多く出て、賑わいを見せていた。全員に牛丼弁当が配られ、カブ
隊は 8 時に、ボーイ隊は 9 時に解散した。
夜も更けて

ボーイ隊 10 月の 予定

かがり火準備

胸を張って奉仕
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4 日（日）6 団上進・入隊式
赤い羽根共同募金
12 日（月、祝日）GBM/PM
18 日（日）ハイキング
23 日（金）～25 日（日）BSA

〈団委員会〉
9/26(土) 10：30～11：40 荻窪地域区民センター第 1.2
団委員：竹之内、山村、山中(一)、山中(喜)、高木

<ベンチャー隊>

〈団会議・団委員会 〉

<ローバー隊>
今後の予定

10/3 (土) 19:00～21:00 荻窪地域区民センター第 6 集会室
BVS:篠田 CS:― BS:儘田 VS: 宮崎 RS: 山中
団委員：竹之内、山村、山中(喜)、高木
次回 団会議・団委員会
11/7(土)19:00～21:00 荻窪地域区民センター 第 6 集会室
10/4（日）本天沼集会所まつり

模擬店出店

10/12(月)親子で遊ぼう 1 日アウトドア体験
13：00～15：00 善福寺川緑地公園
10/17(土) おもしろ縁日滑車奉仕
桃井第二小学校

今後の予定

隊会議 10 月下旬予定

団、隊奉仕

＜東連 ・地区＞
9/13（日） ボーイスカウト講習会

西荻南区民集会所

＊三枝スカウト母参加＊
10/ 1(木)

地区円卓

西荻勤労福祉会館

10/17(土)

中間登録

あんさんぶる荻窪

10/18(日)

杉並舞い祭

斉美山運動公園

10/22(木） 地区委員会
10/23（金）～25（日）日米秋季ﾊﾟﾄﾛｰﾙ・ｵｰ・ﾘｰ 2015
米軍多摩
11/14(土)～15(日)ＲＳ１００キロハイク

11/ 3(火)

友 情 交 歓 会

11/29(日)

地区指導者研修セミナー

和田堀公園バーベキュー広場
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
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竹之内

實

団報担当

高木

誠

