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<ビーバー隊>活動報告
1/17 日
『お正月あそび』 荻窪児童館
参加スカウト： 松下、スミス
本年最初の隊集会は「お正月」にちなんだ遊びを楽
しみました。
最初のプログラムでは「手作り福笑い」に挑戦、次
に「かるた大会」
、
「こま遊び」を楽しみました。最
初はちょっぴりとまどいましたが、みんなで「お正
月遊び」で盛り上がりました。

手作り福笑い みんなで作って
みんなで遊びました

かるた大会

ビーバー隊 2 月の活動予定
７日(日) 作って遊ぼう 善福寺川緑地公園
2１日(日) 施設見学会 本所防災館

http://www.sugi8.org/

<カブ隊>活動報告
1/10（日） 「初詣とどんど焼き」
出席スカウト：松岡、茂山、三枝(ま)、三枝(は)、齊藤、
福村及び 6 団スカウト
9 時～15 時 白山神社～荻窪八幡～桃井はらっぱ公園
2016 年最初の活動として白山
神社に初詣に行き、スカウト
それぞれが鈴を鳴らしお賽銭
を捧げ祈願を行いました。
その後、荻窪八幡に移動し 6
白山神社で初詣
団スカウトと合流。振る舞わ
れたお餅をどんど焼きの火で
焼き、おいしくいただきまし
た。
桃井はらっぱ公園へ移動後は、
どんど焼き
全員で帽子探しリレーとワー
ルドカブサッカーと銘打
ったゲームを行いました。
サッカーはボールの代わ
りにサイコロを使い、ゴ
ールした際のサイコロの
出た目を点数として加算。
ワールドカブサッカー
技だけでなく運でも勝敗
が左右されることからゴールするたびにサイコロの数目
で一喜一憂するなど大いに盛り上がりました。結果は 4 組
が 44 点とゴール数もさることながら、出目の運にも恵ま
れ 44 点と大量得点をあげ優勝しました。
1/24（日） 「BP 祭に向けて」
出席スカウト：松岡、茂山、三枝(ま)、三枝(は)、坂下、
齊藤、福村、松下及び 6 団スカウト
9 時～12 時 西荻北児童館
当日は寒中ハイクの予定をしていたものの降雪予報もあ
り室内プログラムに変更。
児童館にて集散法などの基本訓練と次回の活動の BP 祭と
大使館めぐり準備を行い
ました。
基本訓練では、集合から
整列を縦列、U 字形、円
形ごとに何度も繰り返し
練習しました。
大島隊長から BP の話を聞きました
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その後、大島隊長からの BP の話のあと、計測と
地図に関する基礎知識の習得、読図の訓練を行

読図の訓練と

い、
次回活動で行う大使館めぐりの準備として各

大使館巡りの準備

組で実際に巡る大使館の選定と地図上での位置
確認を行いました。
計測は、各自の歩幅を測った上で、実際に地図を
手に外に出て地図に示されたルートを自身の歩
数で計測し、距離当てを行いました。優勝は 3
組、個人も 3 組の松岡スカウトで、実際の距離
280m のところ歩数計測で 266m と誤差 5%以内
とすばらしい結果を出してくれました。
カブ隊 2 月の活動予定
7 日(日) BP 祭＆大使館めぐり大作戦！
21 日(日) 寒中ハイク大作戦！

歩数にて距離計測中

齊藤副長による集散法訓練

<ボーイ隊>
活動報告
1/10(日）GBM/PM：
2 月の活動日程を GBM にて先ず決定した。下旬に中学生は期末試験があるため、2 月は 7 日に GBM/PM を開催し、
14 日に天体施設訪問することを決定。更に PM にて 1 月 24 日の筑波山登山の計画書作成することになった。
PM では三班が筑波神社発着で、夫々の異なるルートを決め、計画書を作成した。
一方、2 月の活動については、
「天体観察」に適当な施設がないことから、
「伝統工芸」として、紙博物館にて紙漉き
の体験をすることを決定した。尚、1 月 11 日（月、祝）に古川・儘田にて筑波山下見を行うこととした。
1/24(日）
筑波山登山を計画していたが、悪天候が予想されていた為、直前に延期を決定。代替としては 2 月に予定され
ていた紙博物館訪問を当日に前倒しして実行した。
9 時にスカウトハウスに集合し、計画変更説明の後
9 時半出発、都電荒川線の始発である早稲田駅まで
地図を頼りに約１０Km 歩いた。11 時半―12 時に
3 班とも到着し、都電に乗車、飛鳥山に向かった。
当日は巣鴨とげぬき地蔵の縁日の為、電車はかなり
混み合い到着が遅れ、飛鳥山公園内の紙博物館に着
いたのは、紙すきが始まる直前の 1 時 5 分前であっ
た。約 10 分間、紙の原料、製紙方法、環境への配慮
経路を地図でチェック
都電乗車前に整列
など製紙に関する説明を博物館側から受け、その後
順次紙漉きを体験し、館員の皆さんの指導の下各自
和紙の葉書を作成した。
博物館を見学した後、飛鳥山公園で昼食。
3 時前に出発、帰路は埼京線板橋駅より乗車、
JR 経由となった。
参加スカウト、澤田、馬目、花輪、鈴木、

大はしゃぎの花輪君

紙漉き体験
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ボーイ隊 2 月の 予定
7 日（日）GBM/PM
14 日（日）ハイキング（筑波山を予定）

<ベンチャー隊>

〈団会議・団委員会 〉

今後の予定

1/31 (日)18:15～20:45 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

<ローバー隊>
今後の予定

団委員：竹之内、山村、山中(喜)、高木

団、隊奉仕

次回

団会議・団委員会

2/27(土)19:00～20:45

荻窪地域区民センター第 6 集会室

3/26(土)～27(日）スキー合宿

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

菅平高原スキー場

＜東連 ・地区＞
2/11(木) 地区登録審査 西荻・勤労福祉会館 13：30～
2/11(木) リーダーの集い
荻窪タウンセブン 8 階
2/20(土) 研修所・実修所の課題研修会
あんさんぶる荻窪 19：00～
2/25(木) 地区委員会 あんさんぶる荻窪 19：30～
2/28(日) 東京マラソン奉仕 新宿周辺 6：15 集合
3/ 3(木) 地区円卓
中野 ZERO
3/ 6(日) 楽しい歌とゲームの教室
セシオン杉並
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