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<ビーバー隊>活動報告
3/ 6（日）
『楽しい歌とゲームの教室』セシオン杉並
参加スカウト： 松下、スミス、見学 1 組
春のあすなろ地区ビーバースカウト部門合同隊集会「歌と
ゲームの教室」に参加しました。当日の参加人数は、スカ
ウト、ちびっこ、保護者、リーダー合計 150 名ほどの大変
にぎやかな合同隊集会となりました。
今年は「みんなであそぼう！よーいドン！！」をテーマに、
国旗に敬礼！のセレモニー後、混成チーム対抗の新聞/風船
/テープゲームを楽しく満喫、あすなろ地区スカウトとの交
流も仲良く、楽しく出来ました。

3/ 20（日）
『お料理教室』
荻窪児童館
参加スカウト： 松下、見学 2 組
春の足音が聞こえてくる暖かな活動日になりました。セレ
モニー後は、「おしずし」作りに挑戦しました。まずは、
牛乳パックで「おしずしのかた」を作り、次にカレー味な
どの 3 種類の「カラフルごはん」を作ります。
「かたぬき」
で、きゅうり、にんじんなどをくりぬき、
「具(ぐ)」が出来
たら、「具」→「カラフルごはん」を「かた」につめて、
押して、完成です。
食事場所は、荻窪児童館近くの芝生公園に移動、
「いただきます！」後、美味しく頂きました。食事後の「し
っぽとりゲーム」も大変盛り上がり、美味しく、楽しい隊
集会となりました。

ビーバー隊 4 月の活動予定
3 日(日) 「入団入隊式・春の自然観察」
善福寺公園
17 日(日) 「作って遊ぼう・保護者会」
<カブ隊>活動報告
3/6（日） 「カブジャンボリー」IN こどもの国
7 時 20 分～17 時半
ひみつのステーション集合解散
出席スカウト：茂山、松岡、三枝(ま)、三枝(は）
、福村、松下及び 6 団スカウト
新宿で 6 団スカウトと合流、渋谷、長津田経由でこども
の国駅へ。9 時こどもの国正門前に集合、入園後、自由
広場で開会セレモニー。参加団は杉並 8 団、6 団、世田
谷 9 団、16 団、目黒 7 団、大田 6 団、神奈川綾瀬 1 団の
7 個団でスカウト約 60 名リーダー含め総勢約 100 名が参
加しました。
動物の名前を付けた 8 班に組分け、細川隊長のカブコー
ルのあとポイントラリースタート。
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子供園到着

カブコール

<ボーイ隊>
活動報告
3/6（日）隊集会 筑波山登山：

<カブ隊>活動報告
ポイント はオースト ラ
リア、トルコ、南アフリ
カ、ロシア、ペルー、イ
ギリスの 6 ポイントで杉
並 8 団、6 団は南アフリ
カのポイントを担当。猛
獣狩りです。途中カブ弁
での昼食 を済ませポ イ
ントラリー終了。6 団井
上副長の「じゃんけん列
車」
、8 団大島隊長の「月
夜の晩」「みんな出てき
て踊ろうよ」で盛り上が
った後閉会セレモニー。
表彰式では金、銀、銅メ
ダルが授与されました。
全員で記 念撮影をし た
後、仲良しの輪で解散し
ました。

アフリカポイント説明中

アフリカポイント猛獣狩り

カブ隊 4 月の活動予定
3(日)
16(土)～17(日)

春キャンプ準備
春キャンプ大作戦

<ベンチャー隊>
今後の予定
<ローバー隊>
今後の予定

団、隊奉仕

〈団会議・団委員会 〉
4/2 (土)19:00～20:45 荻窪地域区民センター第 6 集会室
BVS:― CS:大島 BS:儘田 VS:― RS:山中
団委員：山中(喜) 、高木
次回 団会議・団委員会
5/7(土)19:00～21:00
親子で遊ぼう！

荻窪地域区民センター第 6

1 日アウトドア体験会

5/8(日)13:00～15:00

善福寺川緑地公園

2 回の延期を経て、やっと筑波山登山を実行した。慣れ親
しんだ奥多摩方面ではない登山として、多少交通費が高額
にはなるものの、午前 7 時の秋葉原発つくばエクスプレス
に乗車、終点つくば駅からはバスにて筑波山に向かった。
9 時半ごろ登山出発、筑波神社を通って、登山道、白雲橋
コースを取った。急斜面を一時間程登って弁慶茶屋跡に到
着、そこから途中、
「弁慶の七戻り」や「胎内くぐり」など
奇岩を経て女体山に進んだ。11 時過ぎに女体山頂上を経由
して、昼食場所のケーブルカー頂上駅に集合、寒風が強く
吹いていたが、カップ麺と弁当・おにぎりで寒さを凌いだ。
食後、男体山に登った後、ケーブルカーに沿った御幸ケ原
コースを通って下山し、1 時過ぎには筑波神社に到着、皆
で参拝したあと、
「ガマの油」の口上を楽しく見学し、帰路
に就いた。4 時半に西荻駅にて解散。
８団参加スカウト：澤田、馬目、島津、花輪、鈴木

筑波山神社 出発

弁慶の七戻り

3/20（日）隊集会 パイオニアリング 於、地蔵山
丸太を使った台形の信号塔を製作し、滑車の実験を行った。
前日リーダーによる下見で選別しておいた丸太を、水に浸
けた荒縄で角縛りをして組み立て、斜交いを組み込み、見
張り台には簀子（すのこ）を敷いて約 3 時間で高さ 3.5ｍ
の信号塔が完成。立ち上げた瞬間スカウト全員から歓声が
上がった。マキとロープで縄梯子を作り、次々にスカウト
が登りポーズを取って塔の高さを楽しんでいた。
次に滑車を組み合わせ、
実際に 20L の水タンクを引き上げ、
滑車の作用を実感した。時間が無く予定していた手旗信号
の訓練は出来なかったが、全員が信号塔の出来栄えに満足
し、惜しみながら解体、丸太を元の場所に戻し、3 時前に
地蔵山を離れた。
8 団参加スカウト：塩澤,島津,澤田,花輪,佐々木,鈴木

荻窪ハーモニーまつり
6/4(土)～5(日）

あんさんぶる荻窪

＜東連 ・地区＞
4/ 7(木)
4/22(金)
4/25(月)
4/28(木)
5/12(木)
5/14(土)

地区円卓
西荻･勤福会館
地区委員会 阿佐ヶ谷地域区民センター
合同運営委員会
西荻･勤福会館
地区年次総会
西荻･勤福会館
地区円卓
中野 ZERO
東京連盟年次総会
NYC

国旗掲揚

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。

ボーイ隊 4 月の 予定

Mail: takesan@muj.biglobe.ne.jp

10 日（日）

団委員長

竹之内 實

団報担当

高木

誠

荒縄角結びで製作中

GBM/PM

23 日(土)-24 日(日) オーバーナイトハイク
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3/26(土)～27(日)
戦」

CS 隊「スキーキャンプ大作

BS 隊 スキー訓練
於、菅平高原：
26 日朝 6 時に桃井第三小学校の裏に集合し、全員バス
IN 菅平高原 で出発、正午前に菅平、ベルフレール鈴蘭荘に到着し
6 時～翌 20 時半
西荻マコト電気前集合解 た。昼食後用意されたスキー靴、板を装着し、ロッジ
前の裏ダボススキー場にてクラス分けを行い、ボーイ
散
隊は 3 班に分けて、夫々にリーダーが付いた。雪は例
出席スカウト：松岡、三枝(ま)、三枝（は）
、斉藤、
坂下、福村、松下及び 6 団スカウト他 年より少なく、人工雪で補完している状況であり、コ
今回のスキーキャンプは 8 団 6 団のカブ隊、
ボーイ隊、 ースを外れると雪が無く、危険であることを周知させ
た。午後の後半はダボスエリアに移動し、異なるゲレ
6 団ビーバー隊、ベンチャー隊、ローバー隊合同で
ンデを楽しんだ。
実施されました。
早朝 6 時全員集合、バス 2 台でカブ隊ビーバー隊は 1 夜は食後、ビーバー/カブ及び家族の皆さんと室内キャ
号車で出発。全員シートベルトを装着、まずはカブス ンプ＆ナイトゲームで過ごした。
カウトのやくそくとカブ隊のさだめを確認、バスプロ 翌日はカブ隊の中でも上手な数名が加わり、ボーイ隊
は到着時間予想クイズとソング練習。途中トンネルを の中でも一部入れ替えして、太郎エリアで昼食を挟み、
抜けるとスカウトたちからどよめきが・・・息をとめ かなり密度の濃い訓練を繰り返した。人工雪の為、気
ていたらしい。夏キャンプでやったのを覚えていたの 温の上昇と共にザラメ状になった雪がゲレンデに溜ま
だ。到着直前に「キャンプだホイ」を大合唱！「初め り、一方で一部は氷結しアイスバーン化しており、滑
りにくい状況ではあったが、幸いけが人は出ず、スカ
て泳ぐ海～」の替え歌で「初めて滑る山～」
10 時 27 分に到着、3 人のスカウトが見事的中、8 団 ウト達は元気に繰り返し、スピードを楽しんでいた。
午後 2 時にはロッジに引き上げ、レンタルスキーを返
では三枝はるひ君、おめでとう～！
開会式、昼食後レベルごとに班分けしてスキー訓練開 却し、個人装備をまとめ、鈴蘭荘オーナーやスキー学
始。スキー教室に入ったスカウトはコーチに基礎から 校の校長挨拶を含む閉会式も終了し、3 時半に帰路に
指導していただきました。ハの字（ボーゲン）を徹底 ついた。途中、土産物屋に立ち寄ったが、西荻窪には
予定通り夜 8 時半に到着、解散となった。
的に教わり 1 日目の訓練を終了。
宿に戻り早速入浴、スカウトたちは入浴マナーを学び 8 団参加スカウト：塩澤,島津,澤田,馬目,花輪,鈴木
ながらさっぱりした後、各組でナイトゲームでの勝利
の雄たけびとポーズを考えて練習しました。
夕食の後は参加者全員でキャンドルファイヤです。6
団のベンチャー隊、ローバー隊の上進・入隊式を執り
行った後、突然ウッキーウッキーが登場してお楽しみ
ナイトゲーム開始。ビーバーから育成会、団委員も参
加して風船運び競争 3 パターンで盛り上がり 1 位から
4 位まで勝利の雄たけびとポーズを発表、商品をゲッ
トして大喜び。
キャンドルに火を灯すとぐっと厳かな雰囲気に、ファ ボーイ隊スカウト、六文銭の前で
ボーイ隊 B クラスにカブも入って
イヤマスターのヤーンでキャンドルファイヤ終了。部
屋長会議後就寝で 1 日目終了。
2 日目は 6 時起床、7 時朝食、8 時朝礼後スキー訓練
開始。1 日目と若干班分けシャッフルしてそれぞれの
レベルで訓練しました。一生懸命練習したかいあっ
て、スキーが初めてのスカウトも訓練終了前にはすっ
かりハの字で滑れるようになり全員けがもなく訓練
終了となりました。
着替えを済ませ閉会式、感謝のみを残し 2 台のバスに
乗り込み帰路につきました。
ナイトプログラム
ナイトゲーム
バスの中ではどうしても表彰したいスカウトの話を
しました。入浴の際、10 か所ある洗い場の乱れたおけ
といすを自分が使ったものをそろえたと思ったら
次々とそろえはじめ、すべての洗い場を整頓していた
スカウトをみて感動しました。
九里くん（6 団）ありがとう！
最後に家に帰ったら、おうちの人にスキーキャンプで
経験したこと、楽しかったことなどたくさんお話しし
朝 の 体 操
参加者全員集合
ようねと約束して 20 時半に解散しました。
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3/6（日） BS 隊集会 筑波山登山

胎内めぐり

みんなで参拝

女体山山頂にて

ガマの油、口上

3/20（日） BS 隊集会 パイオニアリング 於、地蔵山

先ずは澤田君が
試し登り

得意の花輪君が続く

鈴木さんポーズ

佐々木君の万歳

気取った島津君

塩澤君の
ウサインボルト

滑車と共に全員で

3/26(土)～27(日) カブ「スキーキャンプ大作戦」 ＆ ボーイ「スキー訓練」 IN 菅平高原

これから出発

行きのバスの中で

夕 食

開会セレモニー

朝 礼

スキー訓練 1 日目

スキー訓練 2 日目

スキー訓練 2 日目
閉会セレモニー
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