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6/4(土)・5(日)

『荻窪ハーモニーまつり』

http://www.sugi8.org/

あんさんぶる荻窪

<ビーバー隊>
5 日(日) 参加スカウト： 松下、スミス、佐々木
本年も梅雨の時期恒例の「荻窪ハーモニーまつり奉仕」に
参加しました。
当日の天候は心配された雨も途中から曇り空となり、スカ
ウトは、ヨーヨー釣りコーナーで「こより」を作ったり、
風船をふくらませたり、大きな声で呼びかけしたり、元気
にお手伝いをすることが出来ました。
熊本地震、南相馬市への募金活動では、カブ隊のお兄さん
と一緒に大きな声で募金を呼びかけることもできました。
<カブ隊>
4 日(土) 出席スカウト：茂山、三枝(ま),三枝(は)、斉藤、
松下
5 日(日) 出席スカウト：斉藤、福村、松下
カブ隊は 10 時 50 分に集合、11 時～12 時と 13 時～14 時
の 2 回、あんさんぶる荻窪前とすずらん通りの 2 か所に別
れて募金活動を実施しました。
「熊本地震と東日本大震災の南相馬市、被災者支援にご協
力お願いしま～す！
ありがとうございました！」
皆様にご協力いただきました貴重な義援金は熊本・大分地震で被災された方々と南相馬市の大震災復興のために
役立てていただくように、「杉並区社会福祉協議会」に託しました。 スカウトは大きな声で頑張りました。

<ビーバー隊>活動報告
6/ 22(日) 『作って遊ぼう！』
荻窪児童館
参加スカウト：松下、佐々木、
見学 3 組
今月のビーバー隊は「できるか
な？」をテーマに活動しました。
はじまりのゲームプログラム「ニ
ョロニョロどじょう」
、
「ストロー
まめゲーム」で盛り上がったあと
は、工作プログラム「びっくり人
形」
、
「新聞紙ヨーヨー」作りに挑
戦、それぞれ失敗しながらも、最
後はステキな作品が完成、身近な
廃品を利用し楽しく遊ぶことが
出来ました。

びっくり人形
ニョロニョロどじょう

ストローで豆を運ぶゲーム

ビーバー隊 7 月の活動予定
3 日(日) 「工作、保護者会」 荻窪児童館
松下さんが 3 本目の小枝章を隊
長からもらいました。

17 日(日) 「川遊び」 府中市多摩川親水公園

おめでとう ビーバー！！

31 日(日) 「キャンプ出発式」荻窪白山神社
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<カブ隊>活動報告
6/12（日）
「野川でガサガサ」 武蔵野公園
出席スカウト：松岡、三枝（ま）
、三枝（は）、
斉藤、福村および６団スカウト
当日朝８時に西荻窪駅に集合。東小金井駅まで電
車に乗り、目的地の武蔵野公園まで徒歩で移動、
６団ビーバー隊と合流しセレモニー後、全員で水
着に着替え公園沿いを流れる野川に行きました。
ひざ下ほどの川に入り、各自手にした網を水に入
れ、がさがさ。あちこちで小エビや小魚が獲れ
た！とのスカウトの声があがっていました。中に
は 10cm ほどの小魚やザリガニも。最後にバケツ
に入れた生き物を観察し、川に逃がしてあげまし
た。
その後はお昼ご飯を食べ、オオカミ役にチーフを
取られないように逃げる「オオカミが来たぞ」や
恒例の「シュウマイじゃんけん」などのゲームを
楽しみ 1 日の活動を終えました。

セレモニー

大物ねらい

何かいないかな？

何がとれたかな？

オオカミがきた！
6 月 19 日（日）
「基本訓練」西荻南児童館
出席スカウト 松岡、三枝（ま）
、三枝（は）
、
斉藤、松下および６団スカウト
西荻南児童館に 9 時に集合。夏キャンプに向
けた基本訓練として、うさぎ、しか、くまに
別れてロープワークなどカブブックの履修
を行いました。

夏キャンプ準備なにやりたい？

隊長より夏キャンプのテーマ、スタンツのお
題として今回のキャンプ場に流れる清流に
ちなみ「河童」とすることが発表されました。
その後は各組ごとに、夏キャンプでやりたい
ことと食べたいものを話し合い、発表しまし
た。案としては、流しそうめんやスイカ割、

基本訓練ソング練習

川遊びなど夏キャンプらしい意見が数多く

基本訓練ロープワーク

カブ隊 7 月の活動予定
3 日(日) 夏キャンプ準備１ 児童館

上がっていました。次回以降の隊集会も充実
した夏キャンプをめざし準備を整えていき

午後保護者会（夏キャンプ説明）

ます。

24 日(日) 夏キャンプ準備２ 児童館
31 日(日) 夏キャンプ安全祈願 白山神社

<ボーイ隊>
活動報告
6/ 6（日）GBM,PM
２級スカウトへの進級の為のハイキング企画を作成する時期に来ており、１級スカウトによる指導について話し
合った。既に知見のある山を選び、初級スカウトの企画、実施、報告を監督するよう GB に指示した。
班集会では５月 4 日の自転車訓練（山中湖一周サイクリング）の続きで、自転車に関する部品名や点検につい
て、更に詳しく調べた。
８団参加スカウト、花輪、鈴木
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6/ 26（日）救急法講習会：

《午後の部》

午前中は普通救命講習が中野消防署本所にて行われ、午後は技能章考査科目講習が中野南部高齢者会館にて行わ
れた。８団からは花輪、鈴木両スカウトが終日参加し、澤田スカウトは既習者である為、午後の講習のみ参加が
認められた。
《午前の部》

人工呼吸の訓練中の
花輪スカウト
消防隊員による説明

やり方を教わる鈴木スカウト

６/18(土）
、25(土）
、26(日） 菊章申請準備：
現在の一級スカウト 7 名全員が菊章を取れるようスカ
ウトハウスにて現在までのターゲットバッチ取得状況
をチェックし、足りない分を何時、如何に取得するか、
具体的に一人ひとり検討した。8 団については馬目、澤
田両スカウトは申請に十分な状況にあることが確認さ
れ、至急団委員長の面接をお願いすることになった。
塩澤、島津の 2 名は不足分のバッチが多少あるため、
これを至急獲得し、9 月を目標に菊章を目指す予定。

<ベンチャー隊> 活動報告
夏期プロジェクト計画書 作成中
今後の予定
7/10
隊会議
<ローバー隊>
今後の予定

三角巾の使い方
鈴木さん困惑
ボーイ隊 7 月の 予定
3 日(日)
班ハイク計画書作り
10 日(日)
午前：GBM,PM、
午後：保護者会（夏キャン説明）
24 日(日)
隊集会、班ハイク
31 日(日）
安全祈願、於、白山神社

おぎくぼセンターまつりに参加します！
7/23(土) 荻窪地域区民センター
リーダー・育成会員みなさん ご協力お願いします！

〈団会議・団委員会 〉
団、隊奉仕

7/2(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:宮崎 RS:山中

＜東連 ・地区＞

団委員：竹之内、山中、高木

7/ 7(木)

地区円卓

中野ゼロ

7/ 8(金)

理事会

スカウト会館

7/ 9(土)

WB 研修所実習所課題研究会

阿佐ヶ谷区民センター

7/9(土)～10(日)東連コミッショナー集会
すぎなみ舞祭ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ

7/21(木)

地区コミッショナー会議

西荻･勤福会館

7/24(日)

ﾍﾞﾝﾁｬｰｽｶｳﾄﾌｫｰﾗﾑ

西荻･勤福会館

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

8/ 1(月)

各種運営委員会

8/７(日)～12(金)

高円寺北口駅前広場

あんさんぶる荻窪

東京連盟サマーキャンプ 2016
山中野営場

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
竹之内 實

団報担当

次回

団会議・団委員会・隊長会

9/3 (土)15:15～18:00
18:30～

日向野営場

7/10(日)

団委員長

場所を移して先ずは講義

高木

誠

合同会議

荻窪地域区民センター集会室

合同会議第 2 部

場所未定

各隊夏キャンプ計画
7/31（日）夏キャンプ安全祈願、出発式 9：30 白山神社
カブ隊
8/ 4(木)～ 7(日) 埼玉県飯能市上名栗にて
8 団 6 団合同夏キャンプ
ボーイ隊
8/10（水）～14(日) 山梨県北斗市 金山山荘キャンプ場にて

8 団 6 団合同夏キャンプ
ベンチャー隊
8/20（土）～22(月) 東京→千葉→霞ヶ浦一周キャンプ
8 団 6 団合同夏キャンプ
ビーバー隊
8/20（土）
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東京都小金井公園にてデイキャンプ

