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5/ 8(日)
『親子で遊ぼう！一日アウトドア体験会』 善福寺川緑地公園
<ビーバー隊>
参加スカウト： 松下、スミス、佐々木
当日は、爽やかな天候にも恵まれ、たくさんの親子連れが参加、
一緒にバブロケット、ダンスダンスダンスなどのゲームを楽し
み、
「おやつ」も美味しくいただきました。
アウトドア体験会イベントは予定通り 15 時過ぎに終了、たく 受付でポイントカードをもらって
リズムに乗ってダンスダンスダンス
さんの親子連れに参加していただくことが出来ました。ご協力 ゲームスタート！
いただきました団、保護者の方など、ありがとうございました。
<カブ隊>
出席スカウト：茂山、松岡、三枝(ま)、三枝(は)、松下
各ポイントを体験しました。カブ隊担当のダンスダンスダンス
のお手伝いもしました。
「仲間が増えるといいね」とみんなで
がんばりました。
<ボーイ隊>
6 団スカウトの応援も得て、男子スカウトは的入れ、暗夜行
路のゲームポイント、女子スカウトはおやつポイントで進行
を手伝いました。
<ビーバー隊>活動報告
5/ 22(日)『春のハイキング』
府中市郷土の森博物館
参加スカウト：松下、佐々木、
見学 2 組
風薫る季節の武蔵府中にて
「春のハイキング」を楽しみま
した。
荻窪駅から西武線是政駅まで
電車移動後、
「多摩川かぜの道」
を楽しくハイキング。「府中市
郷土の森博物館」到着後、園内
にて「ポイントハイク」に挑戦、
ゴールの県木園では「たからも
の」もゲットすることが出来ま
した。
午後のプラネタリウムプログ
ラムでは、「春の星座」と「ド
ラえもん宇宙不思議大探検」を
鑑賞、春の自然を感じ、星空に
親しむ一日となりました。

もうすぐ到着

むかしの郵便局

的はフライパンやコッフェル 、玉は丸めた軍手です。

目隠しをしてロープをつたってこわごわ進む。 「暗夜行路」

カタツムリの形のまいまいず井戸

木でできた三輪車や縄の輪投げ

たからものはおいしいお菓子でした。

佐々木君が初めての小枝章を
隊長からもらいました。
おめでとう ビーバー！！

ビーバー隊 6 月の活動予定
5 日(日) 「ハーモニーまつり奉仕」
あんさんぶる荻窪
19 日(日) 「作って遊ぼう！」
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荻窪児童館

<カブ隊>活動報告
5/29（日）
「ハロー西荻 クリーン大作戦！」
出席スカウト：茂山、松岡、三枝（ま）
、三枝（は）
松下、斉藤、見学者 1 名および 6 団スカウト
西荻窪のスタンプラリーイベントに参加しながらの街
のクリーン大作戦を行いました。セレモニーのあと、ご
み袋とトングを手に各組に分かれてポイントを示す地
図をたよりにスタンプラリーに出発。コース上のたばこ
の吸殻や空き缶、小さなごみも逃さないように拾いなが
ら、合計 16 か所のポイントを回りました。
途中、桃三小のポイント「ともだち広場」でお昼ごはん
をとりながら、実際のごみ収集車を使って体験できるコ
ーナなども見学しました。午前午後を通し、行程として
8km ほどにわたりクリーン大作戦を実施、
途中行きかう
人やポイントでの「ご苦労様」「ありがとう」の声を励
みに、スカウトたちのがんばりの結果、街をとてもきれ
いにすることができました。

セレモニー

スタンプラリー

組ごとに出発

小さなゴミも逃さずに

カブ隊 6 月の活動予定
４日(土)5 日(日) 荻窪ハーモニーまつり「募金活動」
12 日(日) 隊集会「野川でガサガサ」 武蔵野公園
19 日(日) 隊集会 西荻北児童館

<ボーイ隊>

お昼休み

みんなで街をきれいに

活動報告

5/3(火）～5/5(木)

春キャンプ

例年通り春キャンプは忍野村昭福荘キャンプ場にて 2 泊 3 日で行わ
れた。
6 時に西荻窪駅に集合し、JR 大月駅で乗り換え、富士急行富士山
駅に到着。急な上り坂を含む 7Km 離れたキャンプ場まで富士山の
雄姿を右手に見ながら、1.5 時間歩いた。昼前には到着し、開営式
の後、早速設営開始。班員が三名の班もあり、設営時間に差が出た
が、三班とも夕食の配給までには調理台以外は完成し、食事の準備
が始まった。参加スカウトの関係上、初めて班長役を担う三年目の
班員もいて、チームワークが乱れ、段取りがスムースに進まなかっ
た班もあった。それでも何とか食事を終え、ナイトゲーム「忍び寄
り」開始時間までには、片づけ、食器洗いを終了した。GBM では
予想通り、チームワークの難しさ、特に手の空いている班員に如何
に仕事をさせるかが議題の中心になった。
4 日は自転車訓練として山中湖一周サイクリングが活動の中心と
なった。朝食時に倍のお米を炊いて昼食のおにぎりを用意し、湖
畔の貸自転車屋まで地形図を参考に班毎に出発。一時間弱で三班
共無事到着し、富士山の絶景を見ながら湖を回る 16Km の自転車
コースへと出発した。昼食のおにぎりは富士山の反対側湖岸で絶
景を見ながら食べた。天気も景色も素晴らしく、絶好のサイクリ
ング日和であった。夜は予定通り大営火を実施。各班、リーダー
とも出し物を楽しんだ。
GBM では引き続きチームワークに関する班長の悩みが語られ
た。「班員に指示するより、自分でやってしまう」との反省が出
て、夏キャンプまでに短気な性格を変えて、如何に班員を指導し、
仕事をさせるかという点に配慮した班運営を目指したいとの決
意表明があった。
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一路キャンプ場まで

3 人では準備が大変

雄大な富士山のお出迎え

教えながらチームワーク

新米班長の火おこし

班長「大体お前らは・・・」

昼食後富士山を背景に

新人二人による点火式

5 日は朝から撤営。3 名の班は大変だったが、
無事時間内に完了、積み込みを行い、昼食の
パンを食べ、閉営式を行い、予定より 30 分
ほど早く帰路に着いた。スカウトハウスには
予定通り 5 時到着、30 分程度で荷物の収納
を完了した。
今回女子スカウトが多く、6 名が全員家テン
トで寝たが、その為班の中で 1 名だけの男子
スカウトは異なる班長のテントで寝る事態

閉

営

式

富士山に見送られて

となり、班単位とテントの割り振りが一致せ
ず、今後の問題提起となった。
８団参加スカウト：澤田、馬目、花輪、鈴木
5 月 15 日（日）6 団バザー：
ボーイ隊はゲームの手配・進行及び会場真ん中での豚
汁提供を担当した。ゲームは特に弓矢の風船割りが人
気で、山中副長は昼食も取れずに大奮闘。スカウト達
も小さい子に丁寧に指導していた。豚汁は立ち釜のデ
モンストレーションを兼ねて無料で来場者に提供した
が、傍らに熊本地震災害の寄付箱を置いて、協力をお
工作物の模範演技

願いした。

先ずスカウトを弓矢指導

スカウト・リーダーには全員カレーと焼きそばが昼食
として支給された。幹部は 6 団リーダーの集まりが少

ボーイ隊 6 月の 予定
12 日(日)
GBM/PM

ないとの感想であったが、保護者の協力も含め 6 団の
動員力と、企画力、実行力は素晴らしいと感じた一日

26 日(日)

であった。

<ベンチャー隊> 活動報告
夏期プロジェクト計画書 作成中
隊会議（日時未定）
今後の予定
<ローバー隊>
今後の予定

5/22（日）ボーイスカウト講習会

隊集会
西荻･勤福会館

山中(喜)団委員とＲＳ隊別役副長が講習会スタッフとして
奉仕されました。お疲れさまでした。

団、隊奉仕

〈団会議・団委員会 〉
6/4(土)16:00～18:00 荻窪地域区民センター第 7 集会室

＜東連 ・地区＞

BVS:― CS:大島･斉藤 BS:儘田 VS:― RS:山中

6/ 2(木)

地区円卓

西荻･勤福会館

6/17(金)

地区委員会

西荻･勤福会館

6/23(木)

地区協議会

西荻･勤福会館

7/2 (土)19:00～21:00

6/26(日)

スカウト救急法

中野消防署本所

荻窪ハーモニーまつり

6/27(月)

各種運営委員会

西荻･勤福会館

6/4(土)～5(日）

7/ 7(木)

地区円卓

7/10(日)

すぎなみ舞祭ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ

7/24(日)

ﾍﾞﾝﾁｬｰｽｶｳﾄﾌｫｰﾗﾑ

7/25(月)

各種運営委員会

西荻･勤福会館

7/28(木)

地区委員会

西荻･勤福会館

団委員：竹之内、山村、山中
次回

団会議・団委員会
荻窪地域区民センター第 6 集会室

あんさんぶる荻窪

今年もおまつり会場でビーバー隊カブ隊スカウトが東日
高円寺北口駅前広場
西荻･勤福会館

本大震災や熊本地震被災地支援の募金活動を行いました。
恒例の焼きそば、かき氷、ヨーヨー釣りも大好評でした。
お手伝い下さいました皆さんありがとうございました。
（7 月号に写真と記事を掲載します。）

おぎくぼセンターまつりに参加します！

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。

7/23(土)・24(日) 荻窪地域区民センター

Mail: takesan@muj.biglobe.ne.jp

リーダー・育成会員みなさん ご協力お願いします！

団委員長

竹之内 實

団報担当

高木

誠
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