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2017 年が明けました。我が杉並八団も創立 48 年、昭和 44 年 1 月 7 日偶然にも酉年に
時の声を上げました。当時の団委員長は「土屋義一氏」育成会長に「小俣春雄氏」ボーイ
隊だけの登録でした。今は無き荻窪商店街の二階に住んでいた子息に呼び掛けて、当時の
「若杉小学校」で発足した「東京 288 団」中野・杉並で「西部地区」の仲間になりました。
その後杉並には 9 団・１０団・１１団・１２団・１３団と立て続けに発足し、西部地区は
3,000.名を超える大きな地区になりました。杉並八団の誇りとして、毎月発行される｢団報」
そして毎年 11 月 23 日に恒例行事として続けている奥多摩の「寿楽荘」の慰問奉仕、平成
6 年には「日本善行会」から表彰を受けました。
地域団同士の各隊合同隊活動も少子化の折、一つのモデルケースとして日本連盟でも高い評価を受けて
います。あと 2 年後には 50 周年を迎えます。皆で杉並八団を盛り上げましょう!!!
<ビーバー隊> 活動報告
12/ 4(日) 『秋冬の自然観察』 井の頭公園
参加スカウト：松下、スミス、中村、武井
穏やかな初冬の晴れ間、秋冬の自然観察を目的に
「井の頭文化園」を訪れました。午前のプログラム
では、紅色に色づいたモミジ、黄色のジュウタン
(イチョウの葉)などを観察しながら「動物クイズ」
に挑戦、コールダック、水生物館、フェネックなど
の生き物を観察しました。
芝生広場でのひだまり昼食後は、落ち葉や小枝を使
った「自由スケッチ」を楽しみ、秋冬の自然と動物
に親しむ一日となりました。

落ち葉や小枝を使ってカラフルな作品が出来ました。

12/18(日)『工作・クリスマス会』 荻窪児童館
参加スカウト：松下、中村、佐々木、武井
本年最後の隊集会では、クリスマスにちなんだ
ーティ」を楽しみました。工作プログラムでは、
まつぼっくりを使った「ミニクリスマスツリー」
作りに挑戦、それぞれ悪戦苦闘しましたが、最後
はステキなツリーが完成、クリスマス会も美味し

かわいい

ミニクリスマスツリー

「工作」と美味しいクリスマス会「ドーナツパ

ドーナツパーティー

く盛り上がり、本年最後の隊集会を楽しみました。

ビーバー隊 1 月の活動予定
15 日(日) お正月あそび&りすの道 荻窪児童館
-1-

<カブ隊>活動報告
12/4（日）
「スカウトハウスクリーン大作戦」 9 時～15 時 スカウトハウス
出席スカウト：松岡、茂山、三枝(は)、三枝(ま)、斉藤、福村、松下および 6 団スカウト
1 年間お世話になったスカウトハウスの大掃除と次回隊集会の作戦会議を行いました。
まずは机や椅子、隊装備の棚卸をかねてすべての荷物をスカウト全員で手分けしてスカウト
ハウスから運びだしました。
その後、ハウスと町会会議室のトイレ掃除班 2 組とハウス全体を掃除
する組にわかれ大掃除を開始しました。洗剤とブラシを使いたまった
埃と汚れを落とした後、雑巾で拭き上げ床も棚もピカピカにしたあと
隊装備を整理整頓し直し棚に戻し、新しい年を気持ちよく迎える準備
トイレもきれいに
を整えることができました。
雑巾掛けも頑張りました
午後からは、次回隊集会で実施予定のクッキング＆
マジックショーの作戦会議を行いました。クッキング
メニューとして「シチューを作る」、「カブスカウト
にちなみ具材に必ず『かぶ』を使う」こと以外、自由
なアイデアを出し合い、シチューのベースとなる味や
材料を各組にわかれレシピにまとめていきました。
床もピカピカ装備もすっきり
レシピ作戦会議
またマジックショーの準備では、各組で披露する手品
と役割分担を決め、次回までに各自練習してくることを約束しこの日の活動を終了しました。
12/18（日） 「クッキング大作戦」 8 時 30 分～14 時 30 分

荻窪地域区民センター

出席スカウト：松岡、茂山、三枝(は)、三枝(ま)、斉藤、澤田、福村、松下
および 6 団スカウト、保護者、兄弟姉妹の方々
この日の活動は、スカウトが楽しみにしていたクッキング＆マジックショーでした。
各組にわかれて料理を作り、アイデア、味、チームワークを競いました。まず前回の活動で
作戦をたてたシチューのレシピをもとに決められた金額内でスカウト自身でスーパーでの買
い出しをおこない、区民センターに移動、調理に取りかかりました。くまスカウトは、包丁
と火を使うシチューを担当、しか、うさぎスカウトは、鍋でご飯を炊きました。シチューは、 スーパーで買い出し
各組とも独自性を出し、手作りにこだわりルーを
小麦粉から作る組や、具材で組旗をかたどった飾り
付けをする組とそれぞれ工夫を凝らしたシチューを
完成させました。しか、うさぎスカウトも初めて鍋
での炊飯でしたが、米のとぎ方から水の量、火加減
などをリーダーから教わり、どの組も焦げつかせる
ルーも手作りのこだわりシチュー
下ごしらえ
ことなくご飯を炊くことができ、みんなでおいしく
いただくことができました。
食事の後は、マジックショーを開催。各自緊張しつ
つも練習してきた成果を発揮し予想以上に上手な
手品を披露していました。
最後に、コンテストの結果を発表。料理部門では、
みんなでおいしくいただきます
マジックショー
ルーも含め全てを手作りし味で大きく差をつけた
カブ隊 1 月の活動予定
8 団スカウトの 3 組が優勝。マジック部門では、ネタ本にない独自
8 日(日) 初詣＆どんと焼き
で準備した手品を披露した 2 組が優勝し、全員でエールを送って
15 日(日) 名刺作り
本日の活動を締めくくりました。
29 日(日) カブジャンボリー事前集会

<ボーイ隊>活動報告
12/11(日) ＰＭ
翌週の隊集会での立ちかまど製作に向けて、班長主導の下班員に立ちかまど
の作り方を指導。お互いに協力し、立ちかまどを作り上げた。
８団参加スカウトは、花輪、鈴木
翌週に向け練習中
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作業を分担して制作

<ボーイ隊>活動報告
12/18(日) 隊集会
先週の班集会で学んだ立ちかまどの作り方を今回は、短い時間で強度に作る
ことを目標に行った。
始めに結ぶ場所と結び方の再確認をし、次に 30 分で立ちかまどの脚の部分を

完 成 ！

２つ制作。そこで、お互いの班の作った物をリーダーも交えて評価。その後、
1 時間で完成させ、再び評価とリーダーより改善点をアドバイスした。
少ない人数であったが、班集会の時の経験を生かし、前回以上にしっかりと
した立ちかまどを制作することが出来た。８団参加スカウトは、鈴木

12/25(日) ボーリング大会
毎年恒例の年末ボーリング大会を荻窪のボーリング場にて行った。
スカウトハウスに集合後、前年の成績を元にハンディキャップを決め、ボーリ
ング場に徒歩で移動し、３ゲーム投げた。今年は、去年に比べ参加人数が少な
く、また、ボーリング場も空いていた為 10 時過ぎに終了。成績の方は全員去年
スペアを取ったぞ！

よりもスコアが上がっていた。1 位は、ハンディに助けられた 6 団菊池君。
２位に６団細川優さん。3 位に８団島津君という結果だった。特に、島津君は、
２ゲーム目の後半に４連続ストライクを出し、一気にスコアをあげた。
ボーリングの後、三班に分かれ、ボーリングの景品係、昼食の主食係、デザー
ト係がそれぞれ買い出しに出かけた。去年の反省から、カップ麺を禁止にした

全 員 集 合

為、昼食は、ハムとチーズのサンドイッチと揚げ物の惣菜、それに、デザート
として、団子類とクリスマスということでケーキだった。
中学３年生スカウトが久しぶりに参加した為、大いに盛り上がり、今年最後の
活動を無事に終了した。8団参加スカウトは、塩澤、島津、澤田、花輪、鈴木
ボーイ隊 1 月の 予定
８日（日）ＧＢＭ/ＰＭ

昼食をとりながら談笑中

２２日（日）新春ハイキング

<ベンチャー隊>
今後の予定
隊会議開催

＜東連 ・地区＞
1/ 5(木)

地区円卓

1/ 9(月)

登録業務説明会 阿佐ヶ谷地域区民センター

1/20(金)

地区委員会

〈団会議・団委員会 〉

1/21(土)

東連新年賀詞交換会

1/7(土)16:00～18:00 荻窪地域区民センター第 6 集会室

1/22(日) パインウッドダービー予選会

<ローバー隊>
今後の予定

団、隊奉仕

BVS:篠田 CS:大島・斉藤 BS:儘田 VS:― RS:山中
団委員：竹之内、山村、山中、廣瀬、髙木
次回

団会議・団委員会：2/4 (土)19:00～21:00
荻窪地域区民センター第 6 集会室

中野区産業振興センター
阿佐ヶ谷地域区民センター

1/23(月) 各種合同運営委員会
1/26(木)

地区協議会

アルカディア市ヶ谷
あんさんぶる荻窪
西荻勤労福祉会館

1/28(土)29(日)隊長面談
2/ 2(木）新進級課程地区説明会 阿佐ヶ谷地域区民センター
2/11(土）地区登録審査会

築地本願寺和田堀廟所

新春リーダーの集い

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。
Mail: takesan@muj.biglobe.ne.jp
団委員長
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団報担当

髙木

誠

