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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 ２５３ 号 [2004 年 3 月 10 日 発行]

<ビーバー隊>

2/15（日）先月の上進入隊式を風邪の為お休
みしていた枚田尚樹君はビーバー隊の
「やくそくときまり」を誓いビーバー隊
のスカウトになりました。

“おめでとう
ビーバー！”

その後隊集会では
｢自分のおもちゃは
自分で作る｣のテー
マのもと、紙鉄砲を
わりばしで作って
遊びました｡

3 月隊集会予告

３月隊集会は、スケートの予定です｡神宮の

スケートリンクへ遊びに行きます｡

体験・見学大歓迎です。

お知り合いに声をかけてください。

<カブ隊>

2/1（日）合同組集会：上荻児童館集合

カブブックの履修,招待状づくり,ソング,ゲーム

午後 リーダー会議と下見：区内の公園

2/15（日）隊集会：善福寺川緑地公園集合

杉並区内ハイク「ｶﾌﾞの宅急便」＆BP 祭

団委員長、育成会長、団委員の皆様ご協力

ありがとうございました。

出発前の説明風景

2/29（日）3 月隊集会の下見：井の頭公園方面

３/7（日）合同組集会：桃井はらっぱ広場

ロープを使ったゲームの準備

西荻地域区民センターまつりでランチ

今後の予定

3/14（日）4 月隊集会の下見：武蔵五日市方面

3/21（日）隊集会：井の頭公園までハイク

ロープを使ったゲームや動物観察など

<育成会> センターまつりで 「おいしい やきそば」

今年も 3 月 6日,7 日西荻地域区民

センターのセンターまつりで八団

名物やきそばとフランクフルトの

模擬店を出店しました。育成会、

リーダー、団委員にＶＳ，ＲＳス

カウトの強力助っ人 2 名を加えた

メンバーのチームワークのおかげ

で、はやばやと完売しました。貴

重な収益金(純利益 114,878 円)は

各隊の活動を、より充実するため

に使われます。お手伝い、ご協力

くださいました皆様、大変ありがとうございました。

昨年に続きカブ隊は合同組集会の途中「やきそば・フランク」ランチに

舌鼓を打ち、食べるほうで協力してくれました。

< 団 > 16 年度登録報告

2 月 11 日に行われた、地区登録審査

の結果、今年度の杉並地区の登録人数

が以下の通り確定しました。

杉並地区 八団

ＢＶＳ ５９(- 4) ２(+ 1)

Ｃ Ｓ １７８(- 6) １２(- 5)

Ｂ Ｓ １４７(+ 7) １６(  0)

Ｖ Ｓ ７５(+ 2) ８(- 1)

Ｒ Ｓ ９１(- 1) １６(- 2)

ｽｶｳﾄ計 ５５０(- 2) ５４(- 7)

指導者 ２２０(-14)  １５(- 1)

団委員 １５４(- 6)  １１(- 4)

合 計 ９２４(-22) ８０(-12)

 ( )内：昨年度比増減

残念ながら八団もスカウトが減って

しまいました。八団家族 頑張ろう！



<ボーイ隊>

2/8 座標 OL 郷土文化 荻窪周辺

自分の町を再発見できたと思います

2/22 GB 訓練 荻窪地域区民センター

班キャンプ計画

是非、楽しい班キャンプをできるように

3 月の予定

3/14 野外料理 青梅水の公園

3/28 GB 訓練

<ベンチャー隊>

＜2 月の隊活動は、実質休止＞

・ 隊集会、雪中キャンプ下見･･･(中止)
*試験ｼｰｽﾞﾝと重なり、2 月の活動はできず。

雪中キャンプの中止を決定

3 月６日(土)
団委員長宅で団 
面接が行なわれ
吉田 茂晃君へ
ベンチャー章が 
授与されました。

3 月 15 日(日) 隊会議
PM7:00～ / 阿出川隊長宅

<議題>・ 隊キャンプ計画
・ 6 月 BS 合同ｷｬﾝﾌﾟ
・ 基本訓練等

〈団会議〉

2月 3月の団会議で今年度の団会議
の運営について討議がなされた。
その結果、以下の要領で運営する。
◎団会議の開催時間はおよそ２時
間とし①報告②調整･協議③討議
④次回連絡の４事項に時間配分
するが、４事項のうち討議につい
て、最も重点をおき、60～90 分
割り当てる。

◎討議時間には各隊からでている
ﾃｰﾏから選び討議、意見交換する
と共に教育規定を読み返し、ﾘｰﾀﾞ
ｰ間の認識を摺り合わせ、ﾚﾍﾞﾙｱｯ
ﾌﾟを図る。（次回は第 1章）

◎担当隊が司会進行し、議事録を作
成する。翌月のﾃｰﾏは担当隊が中
心になって決定する。

《カブの招 待 状 》 ２月１５日「カブの宅急便」が

団委員長、育成会長などに春キャンプ

の招待状を配達してくれました。

1 組 2 組ともみんなで作った、カワイ

イ「招待状」です。

みんなごくろうさまでした。
〈団委員会〉 ２月２８日(土)

竹之内、高木、山村、山中、高島、土方

〈団 会 議〉 ３月 ６日(土)

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

団 委 員 竹之内、高木、山村、山中

〈団 ・育成会〉

３／２７(土) 団委員会 ４／３(土) 団 会 議

４／２５（日）スカウト募集イベント：善福寺緑地公園(予定) 雨天の場合は２９日（木）

〈地区・東連〉

３／１８(木) 地区委員会

３／２５(木) 地区団委員長会議 中野サンプラザ

４／ ５(日) 技能章「ｴﾈﾙｷﾞｰ章」講習会 東京電力千葉火力発電所

７／２５(日)～２９(木) 「サマーキャンプ２００４」山中野営場

８／ ２(月)～ ８(日) 第６回日本ベンチャースカウト大会

皆様のご意見、感想をお待ちしております 
[mail] takesan@muj.biglobe.ne.jp
団委員長 竹之内 實 広報担当 高木 誠
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