
 
 
 
 
 
 
 

日本ボーイスカウト東京連盟 

杉並第八団  －団報－ 

登録 No.15-14-01-008 

[本部] 東京都杉並区本天沼 1-27-16  

竹之内 實 

[mail] takesan@muj.biglobe.ne.jp
  

       第 ２５０ 号   [2003 年 12 月 10 日 発行] 

             “奥多摩 秋晴れの一日”恒例の寿楽荘奉仕＆友情交歓会 
                          今年も 11 月 23 日勤労感謝の日に

                                    ビーバー,カブ,ボーイを中心に寿楽

                                  荘の窓拭奉仕をしました。かれこれ

                                    30 年続いている 8 団の伝統的行事 
                                    です。スカウトたちは窓拭きの傍ら  

ご老人達とのふれあいも出来たと

思います。午後から川原に移動し

て、「友情交歓会」が行われました。

昼食にベンチャー、ローバースカウ

トが作ってくれた「とん汁」を

ごちそうになった後、ビーバーから

ローバーまで一緒にゲームに燃え

て？ 楽しい一日をすごしました。

  

 

<カブ隊> 

活動報告

<ビーバー隊> 

活動報告
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11/2（日）合同組集会：写真コンテスト  8 団バザー 

11/8（土）リーダー会議：年プロについて 

11/22(土)～23(日) 

     秋季キャンプ：奥多摩氷川キャンプ場 

     かまどづくりと火起こしに挑戦 

 

11／ 2(日) ８団バザー。団会議。 

11／ 6(木) 地区円卓。 

11／23(日) 11 月隊集会…寿楽荘奉仕と友情交歓

会参加。 

11／29(土) リーダー会議 

12／ 6(土) 団会議 

今後の予定

12/21（日）12 月隊集会。 

クリスマスパーティーの予定です。工作したり 

ビッグビーバーの追い出しをします。 

12／23(火) ユニセフ募金(自由参加) 

カブ隊と一緒に募金活動をします。 

 

 

             

 

   １組       ２組       ３組 

野外料理はちゃんこなべ： 
みんなおいしくできました。

     寿楽荘奉仕と友情交歓会 
11/30(日)リーダー会議：今後の予定他 
今後の予定 
12/7(日)合同組集会：上荻児童館 
      隊集会の準備とカブブックの履修 保護者会 
      午後上進章集会（くまスカウトのみ） 
12/21(日)隊集会：上荻児童館と桃井はらっぱ広場 
      カブのノーベル賞の発表とくまの追い出し 
12/23(日)ユニセフハンドインハンド（募金活動）  



<ボーイ隊> 

11/15,16 1 泊キャンプ(逆沢) 

  残念ながら参加者が 2 人でしたが、食事だけは作れ

るようになったかな？ 

11/23 寿楽荘窓拭き奉仕、友情交換会 (奥多摩) 

11/30 GB 訓練(善福寺川緑地) 上進章集会(雨天中止) 

 

 

 

 

 

 

 

12/6  1 級団面接(団委員長宅) 

大 杉 雄 太 君 おめでとう！！ 

12/7  保護者会 上進章集会(上荻児童館) 

12/14 隊集会 自転車ハイク(杉並区内) 

12/26～29 スキーキャンプ 上越国際スキー場を予定 

12/31 かがり火奉仕 
    

<ベンチャー隊> 

 友情交歓会開催さる！ (11 月 23 日) 

              

 
 (11 月 30 日) 地区スカウトフォーラム 

 

今年は、紅葉のピークと
重なり、例年になく混雑
で帰りの車が大渋滞とな
ったが、天気に恵まれ楽
しいひとときをスカウト
相互で過ごすことができ
ました。 
VS/RS 隊のお兄さんが作
った豚汁は即時完食とな
り、その後のゲームに
BVS,CS,BS スカウトも
時間を忘れて競いあいま
した。 

６NV 情報 ver.1 
・ 開催日： 2004 年 8 月 2 日～8 日 
・ 場所 ： 関東地区 
・ PJT  ： 小型船舶免許､ｶﾇｰ､CD 製作等

環境問題をテーマとし
た地区ﾌｫｰﾗﾑが高円寺
中央会議所で開催。 
Kids’ISO 14000 の発
表がされました。10 月
のｶﾇｰｷｬﾝﾌﾟ報告会も合
わせて行われました。

   

ＢＳ１１６期 ウッドバッヂ研修所を修了して （Ｈ15.10.10～13 東連日向野営場） 
ボーイ隊副長 下司 英明

本年度から BS 隊の副長として任命され、活動して約半年という時期に、ウッドバッヂ研修という機会を

得た。私はここに、一つのテーマを持って臨んだ。それは、現在のボーイ隊が最も必要としているもの…チ

ームワークを如何にして彼らに会得させるか、である。というのは、スカウトたちの班活動を見ていて、班

員たちの役割分担が十分にできていなかったからである。そして、それは今年の私も例外ではなかったから

でもある。 
現地でボーイ隊の班活動を体験し、そして得たものとして、一つに、チームワークは事前の意識合わせと

指揮系統の、いずれが欠けても成り立たない、ということである。私の班は、いつも周りの状況に振り回さ

れてしまっていた。何かが足りないとき、気がついた人がすぐ本部まで行ってしまっていた。クラフトは立

ちかまどしかできなかった。もし班の係がきちんと機能して、かつ一つ一つの作業に必要な人と時間を全員

が認識していれば、また適切な指示を与えられる人物－これが班長の果たすべき役割なのだが－がいれば、

もう少し多くの成果物と、まとまりのある活動ができたのではないかと思う。事実、最終日の撤収はリーダ

ー、私の班は隊長の指揮の下に行ったが、その結果、普段行動の遅かった私の班が、一番早く撤収を終えた。

色々と考えさせられる部分の多い研修であった。個人の技能だけでは必ずしもうまく行かないことがよく

わかった。チームワークをしっかりさせるのは簡単ではない。しかしそれがボーイ隊活動の醍醐味でもある。

今回の研修を教訓として、自分が果たすべき役割を踏まえつつ、今後に生かしたいと思う。 

ボーイ隊は別役隊長、山中副長、宮崎副長に続き下司副長の修了でリーダー全員がウッドバッヂ研修所 
修了者となり、一段と強力なボーイ隊になりました。                   弥 栄         
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＊杉並地区指導者研修セミナー Ｈ15 年 12 月７日（日） 13:00～19:30 立正佼成会 第一団参会館 
  
日本連盟教育部門プロフェッショナル小林孝之助氏の基調講演があり、その後６グループに分かれて討議・発表
がなされ、熱のこもった研修となった。17:30 からは懇親会となり、地区のリーダー同士が楽しく語り合った。
約 40 名出席のもと、杉並八団からは大島正和・山中一樹・下司英明・竹之内實の４名が参加をした。 
 
＊団委員長として感じたこと・・・                           竹之内 實 
私達杉並八団のリーダーは、スカウト達に接するとき、意識して他人のお子さんを預かっている、大袈裟に言え
ば「いのちとみらい」を親御さんから託されていると感じながら接しているだろうか。 
 
スカウト運動の原点をしっかり見極め、指導者としてのあるべき姿、魅力ある指導者になるには・・・ 
自問自答・試行錯誤を繰り返しながら自己研鑽に励み、スカウト達に楽しい、役に立つプログラムを提供するに
はどうしたらよいか、リーダー会議での活発な検討がなされているだろうか。 
 
新年度を迎えるにあたり、杉並八団の全リーダーは心あらたにして、スカウト運動の「定義」「原理」「方法」を
よく理解し、スカウト達の良きリーダーとしての“誇り”を大切に、活動を展開していただきたい。 
 
スカウト諸君から始まる「Ｂ－Ｐの最後のメッセージ」を座右の銘とし、日本連盟規定集をよく理解し、この素
晴らしい楽しいスカウティングをもっともっと活性化させようではありませんか。 
リーダー諸氏の奮起をお願い致します。                           弥 栄 

 
 
 
 

〈団委員会〉 11 月 29 日(土)  

竹之内、広瀬、高木、山村、山中、高島、岩下、土方、林 

〈団 会 議〉 12 月 6 日(土) 

隊リーダー ＢＶＳ天野 ＣＳ大島 ＢＳ別役,山中,宮崎,下司 ＶＳ阿出川  

団 委 員   竹之内、広瀬、高木、山中、高島 

 
平成 16 年度指導者訓練開設予定（東京連盟） 
【隊指導者訓練】 
 ビーバー カ ブ ボーイ ベンチャー 

 
4 月 

３１期／山中 
4／29(木)～5／2(日) 
申込締切４/２(金) 

１１２期／山中 
4／29(木)～5／2(日) 
申込締切４/２(金) 

 １３期／山中 
4／29(木)～5／2(日) 
申込締切４/２(金) 

 
5 月 

  １１７期／日向 
５/２(日)～５(水) 
申込締切４/２(金) 

 

 
9 月 

３２期／山中 
９/１７(金)～２０(月)
申込締切８/２０(金) 

１１３期／山中 
９/１７(金)～２０(月) 
申込締切８/２０(金) 

１１８期／日向 
９/１７(金)～２０(月) 
申込締切８/２０(金) 

 

 
10 月 

   １４期／日向 
１０/８(金)～１１(月) 
申込締切９/１０(金) 

【成人指導者訓練】       【準定型訓練】          【定形外訓練】 

団運営研修所 安全管理者研究会 キャンプ企画研究会 

 １７期／三鷹(予定)     
5 月 ５/２(日)～４(火)  ６月 ６/６(日)/未定 ６月 ６/５(土)～６(日) 

申込締切４/２(金) 申込締切 未定 申込締切 未定 
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皆様の ご意見 アイデアをお寄せください 
[mail] takesan@muj.biglobe.ne.jp
団委員長 竹之内 實  広報担当 高木 誠 

〈団・育成会〉 

12/27(土)    団委員会        

H16/1/10(土)  団 会 議             

1/24(土)  

育成会総会（13:30 荻窪地域区民ｾﾝﾀｰ）   

８団新年会 （18:00 トムソーヤ）    

１/25(日)     上進入隊式 

〈地区・東連〉 

12/ 7(日)   地区指導者セミナー 立正佼成会第１団参会館 

12/14(日)   東連技能賞（鳥類保護）講習会 対象：ＶＳ，ＢＳ

12/18(木)   地区委員会 

12/23(火)   東京連盟ベンチャースカウト大会 

H16/1/15(木) 新年賀詞交歓会（アルカディア市谷） 

7/25(日)～29(木)   ２００４サマーキャンプ 

7/31(土)～8/13(金) 第 14 回ワールドベンチャーキャンプ  

8/2(月)～8(日)    第６回日本ベンチャースカウト大会 


