日本ボーイスカウト東京連盟
あすなろ地区 杉並第八団

－団報－

登録 No.15-14-01-008
[本部] 東京都杉並区本天沼 1-27-16
竹之内
第 393 号

[mail]

[2015 年 11 月 10 日 発行]

takesan@muj.biglobe.ne.jp

[H P ]

<ビーバー隊>活動報告

實

http://www.sugi8.org/

<カブ隊>活動報告

10/12(月・祝)

『親子で遊ぼう！1 日アウトドア体験会』

参加スカウト： 松下、スミス
「体育の日」恒例の「親子で遊ぼう！１日アウトド
ア体験会」に参加しました。
当日は天候にも恵まれ、イベント参加の親子連れと
ともに、バブロケット、ダンスダンスダンスなどの
ゲームを楽しみました。

13 時～15 時
善福寺川緑地公園集合解散
出席スカウト：茂山、松岡、三枝(ま)、三枝(は)、斉藤
坂下、松下、福村
カブ隊は、「ダンスダンスダンス」と「バブロケット」のお
手伝いをしました。参加してくれた子供たちにルールの説明
やカードへスタンプを押すなど自分たちの役割をきっちり
とはたしていました。交代でスカウト自身も各ポイントを回
り、参加者のみんなとの交流を深めていました。

すべり台

10/ 25(日) 『秋のハイキング』 明治神宮外苑
参加スカウト： 松下、スミス
荻窪駅から信濃町駅へ電車移動後、明治神宮外苑に
こにこパークへ。
園内にてセレモニー後は、色鮮やかなジャングルタ
ワー、ターザンロープ、大山すべり台など、たくさ
んの遊具で冒険を楽しみました。
午後のプログラムでは、「秋のスケッチ」に挑戦、
楽しい１日となりました。
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10/25（日）

「基本訓練 はじめの一歩大作戦！」
9 時～12 時
西荻北児童館
出席スカウト：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、新しい組分けを発表、
昨年度より１組増え４組編成となりました。その後、全体で
の自己紹介を兼ねたビンゴゲーム、集散法、カブノートの使
い方、ロープワークの再確認など「はじめの一歩」としての
活動のほか、寿楽荘奉仕のソング練習、雑巾しぼりリレーの
ゲームを行うなど盛りだくさんな新年度活動初日となりま
した。

スミス君はじめての小枝章

おめでとう ビーバー ！

カブノートの使い方・ロープワーク
エール作法

雑巾絞りリレー

親子揃って秋のスケッチ

和田堀公園
奥多摩

バ

暗夜行路

ダンスダンスダンス

ビーバー隊 11 月の活動予定
3 日(火・祝) 「友情交歓会」
23 日(月・祝)
「寿楽荘奉仕」

善福寺川緑地公園

集

散

法

カブ隊 11 月の活動予定
3 日(火・祝)「友情交歓会」
和田掘公園
8 日(日）「楽しい歌とゲームの教室なかのまちめぐり」
23 日(月・祝)「寿楽荘奉仕＆ハイク大作戦！」
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<ボーイ隊>

活動報告
10/12（月・祝日）GBM/PM 9：00～12：00
GBM では 18 日のハイキングの検討及び 11 月のトレーニング
キャンプの企画をおこなった。PM ではハイキングの最終目
的地を高麗の巾着田とし、班長は地図とコンパスについて
班員を指導した。
10/18（日）ハイキング：
6：10 西荻集合し出発。JR 八高線高麗川下車。先ずは第一
のポイント高麗神社を目指して自動車道を進んだ。
神社の後は地図を頼りに富士
山（220ｍ）に登り、白銀平を
経由し、次のポイント物見山
（375m）を目指した。目標は
何れも標高の低い山で、且つ
当日は涼しい気候であったに
も拘わらず、険しい登りでか
なり汗をかいた。更に日和田
出発前の高麗駅前にて
山（302ｍ）まで一気に行き、
山頂で各班集合、昼食を楽しん
だ。日和田山からの下りで、
案内板は女坂を勧めているに
も拘わらずスカウトたちは男
坂を選択。垂直に近い岩場を
這いつくばりながら、20m ほど
下山、その後は順調に巾着田ま
順調に
で進んだ。曼珠沙華（彼岸花）
は季節外れであったがコスモス
が咲いていた。高麗川には小魚
が多く、これを狙って美しい
カワセミがいる為、カメラ愛好
家が望遠レンズで追いかけてい
た。
帰路は近くの西武線高麗駅に
巾着田を背景に
出て、拝島経由、予定通り 4 時
に西荻解散となった。新入スカウトも遅れることなく、元
気に歩き通したのが印象的であった。

ボーイ隊 11 月の 予定
8 日（日）GBM/PM
23 日（月、祝日）寿楽荘奉仕
28 日（土）～29 日（日）トレーニングキャンプ(地蔵山)

〈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
BVS:篠田 CS:大島 BS:儘田 VS:― 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
12/5(土)19:00～21:00 荻窪地域区民センター第 6 集会室

<ベンチャー隊>

10/23(金)-25(日) BSA/POR：
例年通り南多摩の米空軍リクリエーションセンターに
てパトロール・オー・リーが開催された。あすなろ地区
の参加メンバーはスカウト 12 名、リーダー6 名、VS1
名の計 19 名で、6 団古川隊長は地区幹事隊長として、
小生は地区の隊長として参加、スカウトは 6 団（崎谷・
細川）
、8 団（島津・花輪）2 名ずつ参加した。アメリカ
隊が 2 隊と世田谷隊が同じキャンプサイトにて設営。
24 日朝アメリカ隊より 3 名ずつ 6 名があすなろ地区の 2
班に合流し、9 人の混合班を 2 班構成、フィールドゲー
ムプログラムに臨んだ。班単位で 6 つのゲームを 1 日か
けて消化し、各ゲーム上位３班が夜の大営火で表彰され
た。残念ながらあすなろ班はいずれも入賞しなかった
が、混合班として仲良く励まし合いながらゲームを楽し
んでいた。リーダーはラグビートスという、ラグビーボ
ールをパネルに開けた大中小の穴に通して得点を競う
ゲームを担当。アメリカ側のリーダーと共に準備・実施
した。
夕食は各隊持ち寄りの食事会で、あすなろ地区は稲荷寿
司とちゃんこ鍋を提供し、大変好評であった。大営火の
後もスカウトたちは自然に混合班毎に集まり、デザート
を食べながら、日本語と英語を交えて話し続けていた。
世界ジャンボリーの影響もあり、上級スカウトは積極的
にアメリカのスカウトに話しかけて、交流を深めている
様子であった。
25 日は早朝より撤営を開始。朝食を挟んで 9 時頃には
終了し、10 時にはゲートを出て、南武線南多摩駅に向
い、そこで解散となった。

アメリカスカウトと朝の班会議

朝のセレモニー

サイト H の４隊全員で

＜東連 ・地区＞
11/5 (木) 地区円卓
中野ＺＥＲＯ学習室
11/8 (日) なかのまちめぐり博覧会＆楽しい歌と
ゲームの教室
中野四季の森公園
11/14(土)～15(日)ＲＳ１００キロハイク
11/26(木） 地区委員会
11/29(日) 地区指導者研修セミナー
西荻地域区民センター・勤労福祉会館

今後の予定

<ローバー隊>
今後の予定

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

団、隊奉仕
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