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<ビーバー隊> 活動報告
3/ 5(日) 『楽しい歌とゲームの教室』 高井戸小学校
参加スカウト：

武井、中村

春のあすなろ地区ビーバースカウト部門合同隊集会「歌と
ゲームの教室」に参加しました。当日の参加人数は、スカ
ウト、ちびっこ、保護者、リーダー合計 120 名ほどの大
変にぎやかな合同隊集会となりました。

あすなろ地区のビーバー大集合！

今年は「みんななかよし！」をテーマに、体育館全体を使
ったお～きな輪のセレモニー後、混成チーム対抗のロープ
リレー、風船ゲームなどを楽しみ、あすなろ地区スカウト
との交流も仲良く出来ました。

フーセンを足にはさんでピョンピョンピョン

ピンポンだまのスプーンリレー

3/ 19(日) 『お料理教室』

荻窪児童館

参加スカウト：

武井、松下、中村、スミス

新年度移行前の最後の隊活動は、
「お料理教室」に挑戦しました。
セレモニー後、早速、
「ビスケットケーキ」作りをスタート。牛乳でホイップクリームをボールで混ぜて作った
り、チョコレートやジャムをトッピングしたりして、最後はそれぞれステキな「ビスケットケーキ」が完成、そ
れぞれの作品と記念撮影後に美味しくいただきましたが、自分で作ったケーキの味は格別！でした。

ビスケットケーキ作り

色々美味しそうなデコレーションケーキ

食事後のショートゲームも盛り上がり、木の葉章もゲット出来ました。

牛乳をいっしょけんめいホイップ

ビーバー隊4 月の活動予定
2 日 (日 )「春の自然観察」

新宿御

苑

しっぽとりで盛り上がりました
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16 日 (日 )「育成会総会・上進入隊式」

<カブ隊>活動報告
3/5（日）

「寒中ハイク」

7 時～17 時

陣馬山

晴天

出席スカウト：茂山、松岡、三枝（は）、三枝（ま）
、松下及び 6 団スカウト
7 時に荻窪駅に集合、切符の買い方のレクチャーを受け各自切符を購入、中央線に乗車し西荻窪で 6 団と合流、立川、
高尾で乗り換え藤野駅へ。ハイクのためにチームラビット班、しか＆くま班、月の輪班の 3 班に分かれスタート。登
山口でカブコール、準備運動をした後組ごとにハイク開始。途中雪をかぶった富士山を眺めながら 2 時間以上かけて
陣馬山山頂（標高 857ｍ）に到着。カブ弁と汁物で腹ごしらえ後、陣馬の像を各自スケッチ。みんな素晴らしい出来
栄えでした。全員元気に下山開始、無事相模湖駅に到着。帰りの電車ではみんな爆睡、三鷹駅で 6 団と分かれ荻窪駅
到着後仲良しの輪をして解散しました。

出発前のセレモニー
3/19(日）

陣馬山山頂 チームラビット班

陣馬の像を囲んで

「年度のまとめ＆くま追い出し」

9 時半～13 時半

月の輪班

西荻北児童館

出席スカウト：茂山、松岡、三枝（は）、三枝（ま）
、斉藤、松下、福村、澤田

及び 6 団スカウト

2016 年度カブスカウト全体でのまとめとして、ノッティングボードの作成を行いました。
うさぎ、しか、くまに分かれそれぞれの進歩制度で習得したロープワークで結び目の見本を作成し、コルクボードに
貼っていきました。みんな上手に結び目をつくり、基本訓練で何度も練習してきた成果を発揮し
ていました。その後、スカウトハウスに移動し 4 月からボーイ隊に上進するくまスカウトの追い
出しをおこないました。全員でカブ弁のお昼をとった後、ケーキを食べながらくまスカウトと
うさぎ、しかスカウトから一人ひとりからカブ活動での思い出や感想を
話し 1 年を締め
くくりました。

ノッティングボード制作中
3/25（土）「月の輪キャンプ」1 日目

ノッティングボード完 成！

10 時～19 時半

地蔵山野営場

くま追い出し

晴れ

出席スカウト：茂山、三枝（は）、三枝（ま）及び 6 団くまスカウト
10 時荻窪駅に集合し電車とモノレールで多摩動物公園前駅へ、約 30 分徒歩にて地蔵
山野営場に到着、追跡サインを追ってテントサイト発見、ボーイ隊に出迎えてもらい
早速セレモニー。昼食後設営開始、ボーイ隊隊付き 4 名の指導のもとタープとテント
張りの訓練です。ボーイ隊が用意してくれたたちかまどを使ってお湯を沸かしあった

月の輪セレモニー

かい飲み物とポップコーンでおやつにしました。
そこでボーイ隊長から、このままテントで宿泊したい
のはやまやまだが、明日の天候を考慮して残念ながら
撤営をすることになりました。撤営後、ランチパック
とスープで軽く腹ごしらえ。
テント設営中

閉会セレモニー後、残念ながら野営場を後にしました。
3/26（日）「月の輪キャンプ」2 日目

9 時～12 時

町会会議室

雨

出席スカウト：茂山、三枝（は）、三枝（ま）及び 6 団くまスカウト
月の輪キャンプ 2 日目は月の輪
ハンドブックを使っての訓練です。
「ちかいとおきて」等を学び最後

たちかまどで湯沸かし

は国旗の上げ下げについて訓練し
ました。2 日間にわたる月の輪キャ
ンプは、ボーイ隊上進に向けて大変
有意義なキャンプになりました。

ハ ン ド ブ ッ ク 履修中
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国旗の上げ下げ訓練

カブ隊4月の活動予定
2 日(日) 「組集会」
16 日(日) 「上進・入隊式」

<ボーイ隊>活動報告
3/5（日）GBM/PM
PM（班集会）にて以下の件を話し合い、結論を出すよう GB に通達した。
１） 月末に実施する月の輪スカウトとの合同トレーニングキャンプのメニューを決める。
２） 年間プログラムを作成するにあたり次の二つの観点から提案する。
・進歩、進級の為にやるべきプログラム
・スカウトがやりたいと思う楽しいプログラム
同時に年間テーマを決める。
GB は上記の指示に従って、班員と話し合い
１） については一日目夕食「豚丼」二日目朝餅巾着入りうどん、昼サンドイッ
チに決定。
２） やりたいプログラムはかなり多くの希望が出されたが、「魚釣り」が今年度の活動計画に組み込まれた。7
月に実施する予定。海釣り、磯釣りなどは危険な為、どこかの国際マス釣り場を対象に今後具体化する予定。
自転車はスカウトハウスから出発するプログラムでは危険にて、安全なプログラムについて更に検討する。
バーベキューや料理コンテスト等も強い希望があったが、キャンプ中の食事で取り上げることとした。
3/19（日）トレーニングキャンプの準備
ボーイ隊二班の炊具、工具の点検と補充を行い、更にテントの点検を行った。
月の輪くまの分も同時に実施。24 日に軽トラックへの積み込みに協力する様伝えられた。
午後 4 時より保護者会を開催。2016 年活動の評価・反省とスカウトの進歩状況並びに 2017 年活動計画を年間プ
ログラムに従って説明した。6 団 11 名、8 団 7 名（くまスカウトは 3 名全員）の保護者が参加。

3/25(土）～26(日) トレーニングキャンプ 於、地蔵山
ボーイ隊は 7 時、月の輪スカウトは 10 時に集合し夫々地蔵山に向かった。活動の中心は立ちカマドの制作。テ
ント、ターフを張った後、作業を開始した。今回は中学 3 年の隊付きスカウトが 4 名も（8 団、澤田、塩澤、島
津、6 団、手塚）参加し、月の輪スカウトの指導を行った。8 団はその他花輪・鈴木が参加。
しかし、残念ながら当日夜以降の天気予報はかなり寒くなる上に雨の可能性もあるとの予想にて、月の輪スカウ
トには危険と判断し、ボーイ隊も含め、全員が一日で撤退することを決定。4 時から撤収を開始し、スカウトハ
ウスには 7 時に到着。月の輪スカウトは西荻駅にて解散。
26 日は月の輪スカウトは 9 時から 12 時までロープワーク ボーイ隊 4 月の 予定
を中心にスカウトハウスにて訓練を実施し、トレーニング
2 日(日)
6 団上進・入隊式
キャンプで予定した課題を終了した。
16 日(日)
8 団上進・入隊式
午後 GBM/PM
8 団、花輪、鈴木が協力参加。

<ベンチャー隊>
今後の予定
4/9（日） 保護者会
日時未定 隊会議開催
<ローバー隊>
今後の予定

団、隊奉仕

〈団会議・団委員会 〉
4/1(土)19:00～21:30 荻窪地域区民センター第 6 集会室
BVS:篠田 CS:大島 BS:山中 VS:宮崎 RS:山中
団委員：竹之内、山村、山中、髙木
次回

団会議・団委員会：5/6 (土)19:00～21:00

＜東連 ・地区＞
4/ 6(木)
4/20(木)
4/21(金)
4/23(日)

地区円卓
阿佐ヶ谷地域区民センター
団委員長会
阿佐ヶ谷地域区民センター
地区委員会
あんさんぶる荻窪
ボーイスカウト講習会
中野区南部すこやか福祉会館

4/24(月) 合同運営委員会・コミッショナー会議
阿佐ヶ谷地域区民センター
4/27(木) あすなろ地区総会 中野区産業振興センター
5/11(木) 地区円卓
5/18(木) 団委員長会
あんさんぶる荻窪
5/25(木) 地区委員会
あんさんぶる荻窪

荻窪地域区民センター第 6 集会室

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

4/16(日) 29 年度育成会総会・上進入隊式

団委員長

荻窪地域区民センター第 1・2 集会室
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竹之内

實

団報担当

髙木

誠

