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友情交歓会＆育成会デイキャンプ

善福寺川緑地公園

竹之内団委員長のお話し

<ビーバー隊>
参加：佐々木、武井、松下、スミス、中村 および保護者と兄弟
秋晴れのもと恒例の「杉並８団友情交歓会＆育成会デイキャンプ」に参加しました。
今年のプログラムはスカウト、家族がそれぞれの班にわかれ、
「班対抗ポイントラリ
ー＆ゲーム」に挑戦、各ポイントの得点を競いあい、
「８団家族」との交流も楽しく
できました。
<カブ隊>
参加：茂山、三枝(は)、三枝(ま)、澤田、福村、松下及び保護者と兄弟の方々
開会セレモニーでは茂山君がボーイ隊花輪君と国旗儀礼を行いました。
続いて本日の説明、班分け後、ポイント OL スタート、カブ隊リーダーはけもの狩り
のポイントを担当しました。昼食後は寿楽荘ソング練習、巨大オセロゲーム、ごめん
チャイじゃんけんで盛り上がりました。
カブとボーイの国旗儀礼

<ボーイ隊> 参加：花輪、鈴木、6 団スカウト

ジュース味あての回答

キムスゲームいくつおぼえた？

巨大オセロゲーム

手探り さわったものは？

ごめんチャイじゃんけん
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ロープワーク いくつ結んだ？

表

彰

式

<カブ隊>活動報告
11/13（日）「隊集会」

9 時～12 時

桃井原っぱ公園

出席スカウト：茂山、澤田、斉藤及び 6 団スカウト
秋晴れの中、桃井原っぱ公園に集まり、寿楽荘奉仕のソング
練習を行いました。23 日の本番に向け当日披露する 10 曲す
べてを大きな声で歌えるよう振り付け含め通して練習を行いました。

ソ ン グ 練 習

サイコロサッカー

練習後は、3 組対抗で恒例のサイコロサッカーも行い、芸術の秋とスポーツの秋、両方を体験する活動となりました。

11/23（水）

寿

<ビーバー隊>
参加スカウト： 松下、中村
今年で杉並 8 団奉仕活動「40 回目」とな
る「寿楽荘奉仕」に参加しました。当日
朝に荻窪駅に集合、三鷹駅で「ホリデー
快速奥多摩号」に乗り換え、奥多摩駅へ。
奥多摩の天候は「小雨」でしたが寿楽荘
までは、紅葉の景色を楽しみながらハイ
キング。
寿楽荘到着後は、杉並 6 団、8 団合同班
にて、カブ隊、ボーイ隊のお兄さん、お
姉さんと一緒に歌のプレゼント、たくさ
んの拍手をいただき、楽しく交流も出来
ました。
午後のプログラムでは、奥多摩温泉の「足
湯」を楽しんだり、ビジターセンターで
「壁登り」に挑戦したり、あいにくの空
模様でしたが、高齢者とのふれあいや晩
秋の自然を感じた一日となりました。

楽

荘

奉

仕

奥多摩

<カブ隊>
参加スカウト：松岡、三枝(は)、三枝(ま)、斉藤、澤田、松下及び
6 団スカウト
当日は 7 時に西荻窪駅に集合、電車で奥多摩まで移動。奥多摩駅につ
くと残念ながら小雨の天気となり、寿楽荘まで 2km ほどを雨具を着
てのミニハイクとなりました。
寿楽荘到着後、ボーイ隊、ビーバー隊と合流、
2 回に分けて「しょじょじのたぬきばやし」や「おおきなうた」など
10 曲を披露しました。「むすんでひらいて」
「しあわせなら手をたたこう」などは振り
付けを、「かたたたき」では施設のおじいさん
おばあさんの肩をスカウトが実際にたたき
ながら歌いました。
最後の曲の「ふるさと」では、松岡君、澤田君がリコーダーを演奏し、
施設の方にも大変喜んでいただける活動となりました。
寿楽荘での昼食後、午後からは、うさぎ、しかスカウト
とボーイ隊とともに月の輪スカウトに別れ予定どおり
河原に移動。うさぎとしかスカウトは河原で水切りと
水汲みゲームを実施、表彰式後帰路につきました。
月の輪スカウトはボーイ隊と 2 班にわかれ野外料理に挑戦。月の輪ス
カウトの役目は、河原を集め炉を作り、ボーイ隊が調理しそれぞれ豚
汁とうどんを作りおいしくいただきました。

奥多摩吊り橋

壁のぼりに挑戦！

水汲みゲーム

ビーバー隊 12 月の活動予定
4 日(日) 「秋冬の自然観察」
井の頭公園
18 日(日) 「工作＆クリスマス会」 荻窪児童館

ゲーム表彰

吊 り 橋 に て

カブ隊 12 月の活動予定
4 日(日）「クリーン大作戦」
18 日(日）
「クッキング大作戦」
野 外 料 理

-2-

<ボーイ隊>活動報告
11/5（土）15：00～18：00 GBM/PM：
GBM では 10 月 23 日に行った月の輪合同ハイキングの振り返りを行った。
班長達からはくまスカウトが付いてこられる程度のスピードと定期的な休憩に気を付けたとの説明が有った。リ
ーダーからは磁北線を書いた地図を忘れたスカウトが多く反省材料との指摘をした。
PM では寿楽荘奉仕後の野外料理プログラムに関して、メニューを設定したうえで、炊具の点検を行った。
11/6（日）15：00～18：00 一級挑戦キャンプ準備：
26 日－27 日、地蔵山にて予定の一泊キャンプの為の「計画書」作成を行った。対象者は細川（優）
・井上（凛）
と森・花輪の 2 組 4 人。尚、計画書の作成はこの日終了しなかった為、20 日（日）にも再度集合し、完成させた。
11/23 日（水、祝）寿楽荘奉仕・野外料理：
奉仕の後、河原にて正午より野外プログラムとして料理を実施。シルバー・イーグルは夫々うどん・豚汁を作り、
寒い中暖かい料理を楽しんだ。月の輪スカウトも参加し、カマド作りには参加し、出来た料理も美味しく食べた
が、準備（包丁）
・調理（火）とも 2 級以上の役割の為、料理に直接手を下すことは出来なかった。
予定通り食事を終え、
スカウトハウスにて
炊具を仕舞い、6 時前
に解散した。
8 団参加者 花輪・鈴木
い ざ

寿 楽 荘 へ

うどんが美味しい

出発前にみんなで

11 月 24 日（木）19：30～
あんさんぶる荻窪にて菊章伝達式が行われ、塩澤、島津両スカウトが無事地区委員長より菊章を受領した。両ス
カウトの保護者、竹之内団委員長、山中団員、古川 6 団隊長、山中副長なども参列し賑々しい雰囲気の中 30 分ほ
どで終了した。

佐藤委員長より伝達（島津）

下地コミッショナーより激励（塩澤）

保護者や両隊長と共に

晴れて菊章を胸に

11 月 26 日/27 日一級挑戦キャンプ：
26 日は両班とも出発が 15；00 以降だった為地蔵山到着時には
暗く、最低限の設営（テント・ターフ）後、夕食を済ませ、
就寝となった。6 団朝倉副長が夕食片付けまで監視。
27 日は 9 時に両隊長が到着。事前に準備した竹で立ちカマドを
作り始め、約 2 時間で完成。早速立ちカマドを使って調理。
食後は撤収を開始し、15：00 頃予定通り帰路に着いた。

（男子）

立ちカマド製作中

（女子）

スカウトハウスに戻り炊具を戻したうえで、解散となった。
キャンプ報告書の作成を早急に行う必要あり。
ボーイ隊 12 月の 予定
11 日(土) 9:00～12:00 班集会
18 日(日) 15:00～18:00 隊集会（ロープワーク）
25 日(日) ボウリング大会 8:00 スカウトハウス集合

只 今 調 理 中
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課題、撤営を終えて帰路へ

<ベンチャー隊>
今後の予定
隊会議開催
<ローバー隊>
今後の予定

＜東連 ・地区＞
12/22(木)

団、隊奉仕

〈団会議・団委員会 〉
12/3(土)19:00～21:00

あんさんぶる荻窪

地区円卓

中野区産業振興センター

1/ 9(月)

登録業務説明会 阿佐谷地域区民センター

1/20(木)

地区委員会

阿佐ヶ谷地域区民センター

1/22(日) パインウッドダービー予選会
荻窪地域区民センター第 6 集会室

BVS:－ CS:大島 BS:儘田、山中 VS:宮崎 RS:山中

1/23(月) 各種合同運営委員会
1/26(木)

地区協議会

西荻勤労福祉会館
築地本願寺和田堀廟所

新春リーダーの集い

団会議・団委員会：1/7 (土)16:00～18:00
荻窪地域区民センター第 6 集会室

新年会：1/7 (土)18:00～

あんさんぶる荻窪

2/11(土）地区登録審査会

団委員：竹之内、山村、山中
次回

特別地区委員会

1/ 5(木)

築地本願寺和田堀廟所

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。

場所未定

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

