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<ビーバー隊> 活動報告
3/ 4（日）
『春をさがそう』 深大寺だるま市

参加スカウト：中村、見学 1 組

江戸の昔から現代に伝わる、風習や行事は数多くあります。その中で春を告げる行事として有名な「深大寺だる
ま市」を見学体験しました。
現代ではあまり手にすることのない「だるま」ですが、昔から
「願かけ」のアイテムとして知られています。
そんな「だるま」が大集合するお祭りが「深大寺だるま市」です。
荻窪から深大寺へ移動後、セレモニー、見学開始。広い山内には
たくさんの露店が並び、赤色だけでなく黄色、青色などカラフル
な、大きさも大中小さまざまな「だるま」が並んでいました。
おおにぎわいの

本堂で祈願後、神代植物公園芝生広場でランチタイム。午後の
プログラムでは、露店見学、お買い物も楽しみ、春の訪れを感じ、

深大寺だるま市

伝統行事にふれあう一日になりました。

3/ 18（日）
『お料理教室』 荻窪地域区民センター

参加スカウト：松下、中村、スミス、見学 1 組

今月のビーバー隊活動テーマは「あしたにジャンプ」です。
本年最後の活動も、あしたに向かって、みんな仲よく、楽しく活動しました。セレモニー後は、早速、
「いちごケ
ーキ」作りに挑戦です。牛乳とホイップクリームを混ぜたり、スポンジケーキにいちご、マンゴー、アーモンド
などをトッピングしたり、クリーム、チョコレートをデコレーションしたりして、ステキなケーキが完成です。
それぞれの「いちごスペシャルケーキ」を美味しくいただき、終わりのセレモニーでは、
「ゴールドビーバー」も
ゲット、最後の活動もおおいに盛り上がることが出来ました。

オリジナルイチゴスペシャルケーキ美味しかった！！

最後の木ノ葉章&ゴールドビーバーゲット！

ビーバー隊 4 月の活動予定
15 日(日) 「育成会総会・上進入隊式」
荻窪地域区民センター
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<カブ隊> 活動報告
3/4（日「ノッティングボードづくり＆くまの追い出し」9 時～12 時

西荻北児童館～町会会議室

晴れ

出席スカウト：ウィル、齊藤、澤田、福村 及び 6 団スカウト
いよいよ今年度の活動もあと 2 回。一年の成果としてロープワークを駆使し、ノッティングボードを作りました。
くまスカウトにはカブ隊 3 年間の感想を発表してもらい、本日の集会は終了しました。
午後は月の輪集会を実施し、ハンドブックの科目をすべて修了することができました。

ノッティングボード完成
月

くまスカウト感想発表

3/18（日）
「くまの追い出し

ボウリング大会」 8 時～12 時

荻窪ボウル

の

輪

集

会

くもり

出席スカウト：ウィル、齊藤、澤田、松下 及び 6 団スカウト
今日は今年度最後の隊集会です。朝 8 時にあんさんぶる荻窪に集合、カブコール、国旗儀礼のあとボウリン
グに備えて準備運動、いざ荻窪ボウルへ出発。
6 レーンに分かれてボウリングスタート。2 ゲームで競いました。初めてのスカウトも一生懸命重たいボウル
を投げていました。なかなかうまくいかなくてもスペアがとれた時はとっても嬉しそうな笑顔が印象的でし
た。
閉会セレモニーでは 1 位、2 位、3 位、BB 賞、MVP 賞、最優秀組賞を表彰しました。
1 年の締めくくりとして 1 年間で獲得した表彰リボンを分け合い、この組での最後の仲良しの輪をして解散
しました。

ボ

ウ

リ

ン

グ

大

会

カブ隊 4 月の活動予定
15 日(日）上進入隊式
22 日(日) はじめの一歩
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荻窪地域区民センター

<ボーイ隊>

活動報告

3/ 3（土）菊章

団委員長面接

18:30 花輪スカウトの菊章申請の為、面接が竹之内団委員長
及び高木団委員により荻窪地域区民センターで行われた。
「名誉に懸けて・・・」の意味についての意見交換が印象的

団委員長面接

であった。
3/11（日）GBM/PM

3 月の活動計画「スキー」に関して話した後、新進級制度への切り替えに関する説明をリーダーより行った。
一番の変更は菊章がボーイ隊の最終目標ではなく、ベンチャー隊までの通過点となった点である。従いボーイ隊
所属中に菊章を取得しなかった場合はベンチャー隊に進級したのち菊章を目指すことになる。その他変更点は今
までの様な選択してターゲットバッチを取る方式ではなく、基本、健康と発達、スカウト技能、善行・奉仕、振
興奨励、班長会議の 6 つの枠組みを全て終了することが求められる。キャンプ・ハイキングなどが今まで以上に
重要視される。
班会議では新しい進歩手帳を配布し、内容を説明の上、学年ごとに新・旧の進歩制度をどの様に組み合わせるの
かを解説した。
3 月 14 日（日）菊章 地区面接 於、ゆうゆう阿佐ヶ谷館
19:30 より高橋協議会長、佐藤地区委員長、下地地区コミッショナー、飯沼副コミッショナーによる面接が行わ
れた。花輪スカウトは極度の緊張の中面接が始まったが、班員への指導は優しく丁寧に行う方針とか将来外国
スカウトとの交流が目標である等、面接員への対応は適切であった。面接後菊章授与が言い渡された。
3 月 22 日（月）菊章 伝達式 於、阿佐ヶ谷地域区民センター
花輪陽スカウトは地区幹部立ち合いのもと、6 団井上凛香スカウトと共に菊章を授与された。

菊章ネッチリング受取り

3 月 25 日（日）スキー訓練

満

面

の 笑

み

富士章のベンチャーと全員で

於、石打丸山スキー場

Max たにがわ 71 号で東京駅 6:28 出発、越後湯沢駅に 7:36 到着。出迎えのレンタルスキー屋のバスでスキー場
へ。着替えて 9 時よりスキー訓練開始。技能別に 4～5 名ずつ A,B,C の三組に分け夫々にリーダー5 名が適宜指
導しながら、11 時まで 2 時間中級コースにて滑った。11 時～12 時に昼食を取り、12 時より 14 時まで再び訓練。
A 組は一番上のリフトを使って上級コースを滑り始めた。C 組は初心者の為、一旦転ぶとスキー板も外れ、立ち
上がって板を付けるまでかなり時間がかかっていた。14 時からの１時間休憩後 15 時より 16 時半まで訓練。天
気は快晴なるも雪はザラメ状に溶けて滑りにくかった。リフトもゲレンデも比較的空いており指導は順調に行
われ、全員 5.5 時間の滑降に満足であった。
帰路は着替えた後、再びレンタルスキー屋のバスで越後湯沢駅に行き、18:28 発のとき 340 号で 19:52 東京駅到
着。予定通り西荻駅にて 20:45 に解散した。
8 団参加者は花輪、鈴木、ジャック、三枝（マ）
、三枝（ハ）
、松岡
（スキー訓練写真は次ページに掲載）

ボーイ隊 4 月の予定
8 日(日）杉並 6 団上進入隊式、午後保護者会
15 日(日）杉並 8 団上進入隊式
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<ボーイ隊>

Class A の得意顔

Class B はとても元気

Class C は並ぶのが大変

昼

食

全員で隊旗を持って

下 手 で も 元 気

<ベンチャー隊>
活動報告・今後の予定

＜東連 ・地区＞
4/ 5(木) 地区円卓

阿佐谷地域区民センター

3/24(土)～26(月) に予定していた雪中キャンプは

4/21(土)

地区委員会

阿佐谷地域区民センター

参加出来るスカウトがいなかったため、中止となっ

4/22(日)

上級救命講習会

た。準備のための隊会議、下見も中止となった。

4/23(月)

合同運営委員会・コミッショナー会議

神田消防署
阿佐谷地域区民センター

<ローバー隊>
今後の予定

4/25(水)
団、隊奉仕

〈団会議・団委員会 〉
4/7(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:―

RS:山中

団委員：竹之内、山村、山中、高木

次回 団会議・団委員会：5/12

17NSJ あすなろ地区隊長会議 産業商工会館

4/26(木)

地区総会

阿佐谷地域区民センター

5/12(土)

地区円卓

中野 ZERO

5/19(土)

東京連盟年次総会

5/23(水)

17NSJ あすなろ地区隊長会議 中野 ZERO

5/24(木)

地区委員会

5/27(日)

ボーイスカウト講習会

5/28(月)

合同運営委員会・コミッショナー会議

阿佐谷地域区民センター

(土)16:00～18:00

荻窪地域区民センターロビー

中野 ZERO
6/ 7(木)

地区円卓

阿佐谷地域区民センター

6/ 9(土)～10(日) 17ＮＳＪ地区訓練キャンプ

4/15（日）
育成会総会

9：20～10：30

上進入隊式

11：00～12：50

ひよどり山キャンプ場

荻窪地域区民センター第 1・2 集会室

6/22(木)

地区委員会

阿佐谷地域区民センター

6/25(月)

合同運営委員会・コミッショナー会議
阿佐谷地域区民センター

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。

6/27(水)

17NSJ あすなろ地区隊長会議
阿佐谷地域区民センター

Mail: postmaster@sugi8.org
団委員長

竹之内 實

団報担当

髙木

誠

6/28(木)
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地区協議会

阿佐谷地域区民センター

