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<ビーバー隊>活動報告
4/ 3(日) 『入団入隊式・春の自然観察』
あんさんぶる荻窪 → 善福寺公園
参加スカウト： 松下、スミス、佐々木、見学 1 組
佐々木君 (小学 2 年生) が杉並８団の仲間になりました。
竹之内団委員長から入団許可証が授与されたあとビーバー隊
の「やくそくときまり」を大きな声で述べビーバースカウトに 佐々木君 8 団ビーバー隊入隊 おめでとう ビーバー！！
なりました。これから、みんなと仲良く元気に活動していきま
しょう！ビーバー！！
出発直前まで降っていた雨もやんだあと、あんさんぶる荻窪か
ら善福寺公園までのハイキングを楽しみました。ハイキング中
は、地図を片手に、消防署・神社などの地図記号を探し、杉並
アニメミュージアムで見学休憩、ゴールの桃色に染まる善福寺
公園下の池に到着しました。 満開の桜を見ながらの昼食後は、
「春のスケッチ」を楽しみ、身近なまちの施設を知り、春の自
地図を片手にハイキング
然に親しむ一日になりました。
4/17(日) 『作って遊ぼう！』 荻窪児童館
参加スカウト： 松下、佐々木
あいにくの「強風と雨」により、
児童館室内での活動になりました。
最初の工作プログラムでは、シータ
ーポン作りに挑戦、チラシを切って、
折りたたんで、格子に組んで、チラシ
のはしを折り込んで、名前を書いて、 シーターポンと紙皿飛行機
ビニール袋に入れて、テープで封かん
して、完成！ですが、それぞれの工程で悪戦
苦闘しましたが、完成、次回からの戸外活動
での使用が楽しみになりました。
身近なリサイクル材料を使った工作プログラ
ムでは、新聞紙ロケット、紙皿飛行機を作り、
楽しく遊びました。

春のスケッチ

ビーバー隊 5 月の活動予定
8 日(日)「親子で遊ぼう！ 1 日アウトドア
体験会」 善福寺川緑地公園
22 日(日) 「春のハイキング」
府中市郷土の森博物館

<カブ隊>活動報告
4/3（日）
「春キャンプ準備」出席スカウト：茂山、三枝(ま)、三枝(は)、齊藤、および 6 団スカウト
9 時～12 時 西荻北児童館
次回活動の春キャンプ準備として、整列時の注意点や服装点検の徹底、
ロープワークやパッキングの仕方、荷物整理など基本訓練を行いました。
基本訓練では、春キャンプに備え、規律正しく素早く行動できるよう、
集散、整列をスカウト一人ひとり身に付くまで徹底し繰り返し練習しました。
ロープワークは、
「うさぎ」
「しか」
「くま」に分かれ、それぞれの過程に応じ
たロープワークをスカウト同士フォローし合いながら実践、その後組対抗で
ロープワークの課題を交えたリレー競技を行い練習の成果を試しました。
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ロープワーク

<カブ隊>活動報告
また、坂下彰君が海外への引っ越しする
ためお別れの挨拶に来てくれました。
全員からの寄せ書きと記念のリボンとエ
ールを送るとともに、全員で「永遠のス
カウト」を歌い、帰国後の再会を約束し
お別れをしました。

坂下君へ寄せ書き贈呈

坂下君へみんなでエール

竹ポックリリレー

【2 日目】
6 時に起床後、朝食として、アルミホイルで包んだホットドッグ
を牛乳パックに入れ、火をつけて作るカンガルーホットドッグを
いただきました。
ここでの訓練としては、牛乳パックに火をつけるためにマッチの
使い方を習得しました。
その後、荷物整理と点検を受け、2 日目のセレモニーを実施。そ
の後、天気が心配される中、ワイドゲームとして、お昼のお弁当
作りの具材をかけ、1 日目に作った竹ぽっくりを使ったリレーと
サイコロサッカーを終えたところで雨が降り出したため、訓練に
切り替え、缶切りの使い方を実践し、午前中の活動を終えました。
昼食は、竹ぽっくりリレーで争奪した具材をご飯にのせたお弁当
を各自作りおいしくいただいた後、閉会セレモニーを行いました。
閉会セレモニーでの各組優秀スカウト表彰では、4 組からは、唯
カブ隊 5 月の活動予定
一うさぎスカウトの松下君が表彰されました。
８日(日)「親子で遊ぼう！ 1 日アウトドア
最後は雨の中を雨具を着ての移動となりましたが、全員 2 日間を
体験会」 善福寺川緑地公園
楽しく元気に過ごすとともに活動を通し成長できたキャンプとな
りました。
22 日(日)「ハロー西荻 クリーン大作戦」
閉会セレモニー
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缶切り訓練

カンガルードッグ作り

4/16（土）17（日） 「春キャンプ大作戦！」
16 日 9 時～17 日 15 時 地蔵山キャンプ場
出席スカウト：松岡、茂山、三枝(ま)、三枝(は)、福村、松下及び 6 団スカウト
【1 日目】
当日は、荻窪駅に集合。多摩動物公園駅まで JR とモノレールを乗
り継ぎ移動。そこから 30 分ほど徒歩で移動し地蔵山キャンプ場に
到着しました。到着後、通常どおりの開会セレモニーに加え、今
回のキャンプ直前で起こった熊本地震の犠牲者の方に哀悼の意を
表し黙祷を行いました。
開会セレモニー
その後、訓練キャンプの１つである荷物点検とパッキングを実践。
持参した荷物をすべてリュックから出し、持ち物チェックをした
後、前回活動での練習どおり各自再度パッキグを行いました。
その後、今回スカウトが楽しみにしていた竹の切り出しと竹ぽっ
荷物点検
くり作りに取りかかりました。
竹の切り出しでは、直径 15 センチほどもある竹を各組にわかれス
カウトたち交代で計 4 本切り倒し、その場で分割、全員で協力し
竹を運んで竹ポックリ作り
合いながらキャンプ場まで担いで運び込み、各自自分の竹ぽっく
りを鋸と錐の使い方を教えてもらいながら工作しました。
夕方は、国旗降納の方法について各組の組長、次長が交代で実際
竹の切り出し
にやりながら学びました。
夕食は、リーダーが準備してくれたカレーライスをおいしくいた
だきました。
夕食後のキャンプファイヤーは通常の営火とは趣を変え、みんな
で火を囲みながら地震に関するリーダーからの話を聞き、スカウ
ト自身が考えるきっかけの場とすることとしました。スカウトか
らも自身の思いや感じたことの発言があり、熊本の被災地のこと
を思う気持ちや日常生活が平穏にできていることのありがたさ、
「そなえよつねに」の大切さなどを考える機会となり、1 日目の
キャンプを無事終えることができました。

<ボーイ隊>
活動報告
4/10(日）GBM/PM
GBM では、オーバーナイトハイクのコースについて討議。一昨年の西荻窪～武蔵五日市。昨年の武蔵五日市より
日ノ出山経由の宮ノ平駅。今年は、その完結として宮ノ平駅より青梅街道を歩いて西荻窪に向かうコースとした。
また、５月の春キャンプのプログラムと６団バザーでのボーイ隊の役割についても討議し、キャンプでは山中湖
一周のサイクリングを行うこととした。
ＰＭでは、先月のスキーの振り返りとキャンプでの係り分担とメニューの検討をし、その後、キャンプで使う炊
具・工具の点検を行った。
８団参加スカウトは、澤田、馬目、花輪、佐々木、鈴木
4/23(土）～4/24(日) オーバーナイトハイキング

上北台駅にて

１９：３０ 西荻窪駅集合、２０：５０に宮ノ平
駅に到着し、準備と写真を撮った後２１：００に
出発。駅の前を通っている青梅街道を歩いて行き、
青梅駅の南を通り休憩をしながら２３：３０に箱
これから出発
宮ノ平駅にて
根ヶ崎駅に予定通り到着。
（この頃小雨が降りは
じめた）小休止の後、再び歩きはじめ、多摩モノ
レールの上北台駅にて、６団手島副団委員長と合
流し、再び小休止。
（スカウトはまだまだ元気）
その後、東大和市から東村山市に入り久米川駅近
くで休憩をし、
（この近くで、歩道橋の架け替え
夜食を食べて再び出発
工事を目撃。私も含めスカウトも初めて見た）
小平霊園の裏から田無のタワーの下を通り、予定通り２５日４：３０に田無神
社に着き、夜食を食べながら大休止。
（雨は止んだが、スカウトはかなり疲れ
ていた）空も明るくなってきた５：１０に神社を出発。しかし、東伏見の辺り
で再び雨が降り始め、（かなりの本降り）全員急いで雨具を装着した。この頃
になると、歩くペースが遅くなるスカウトも出てきたが、睡魔に襲われている
スカウトはいなかった。歩くペースを落としながらも、井草八幡宮を通過、桃
井４丁目の交差点を曲がり、最後の緩やかな坂道を登り、
ボーイ隊 5 月の 予定
全員無事に西荻窪駅に到着。予定通り７時に解散した。
3 日(火)～5 日(木）
春キャンプ
今年も、脱落者・故障者も無く、最初から最後まで全て
8 日(日)「親子で遊ぼう 1 日アウトドア体験会」
予定通りに歩くことが出来たナイトハイクであった。
15 日(日)
6 団バザー
８団参加スカウトは、塩澤、澤田、馬目、花輪、佐々木、鈴木
22 日(日)
GB 訓練
無事にゴール ！

<ベンチャー隊> 活動報告
夏季プロジェクトについて
4/ 2(土)17：00 企画について
星野珈琲店
4/16(土)18：00 企画書作成の件 星野珈琲店
5/ 7(土)18：00 計画書作成について区民センター
隊会議（日時未定）
今後の予定

<ローバー隊>

＜東連 ・地区＞

5/7 (土)19:00～20:45 荻窪地域区民センター第 6 集会室

4/28(木)
5/12(木)
5/14(土)
5/20(金)
5/22(日)
6/ 2(木)
6/17(金)
6/23(木)
6/26(日)
6/27(月)

地区年次総会
地区円卓
東京連盟年次総会
地区委員会
ボーイスカウト講習会
地区円卓
地区委員会
地区協議会
スカウト救急法
各種運営委員会

西荻･勤福会館
中野 ZERO
NYC
あんさんぶる荻窪
西荻･勤福会館
西荻･勤福会館
西荻･勤福会館
西荻･勤福会館

5/5(木)～8(日) WB 研修所奉仕
日向野営場
別役副長がベンチャースカウト課程
東京第 29 期に奉仕されました。

今後の予定

団、隊奉仕

〈団会議・団委員会 〉
BVS:篠田 CS:大島 BS:儘田 VS:宮崎 RS:山中
団委員：竹之内、高木
次回

団会議・団委員会

6/4 (土)16:00～18:00
親子で遊ぼう！

荻窪地域区民センター第 3

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

荻窪ハーモニーまつり
6/4(土)～5(日）

あんさんぶる荻窪

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。

西荻･勤福会館

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

