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<ビーバー隊> 活動報告 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<カブ隊>  活動報告 
 

カブ隊 7 月の活動予定 

6 日(日)  隊集会入団入隊式  
午後保護者会(夏キャンプ説明)西荻北児童館 

20 日(日)  隊集会   夏キャンプ準備 児童館 
27 日(日)「キャンプ出発式･安全祈願」荻窪白山神社 

ビーバー隊 7月の活動予定 

6 日(日) 「工作・りすの道」  荻窪児童館 
19 日(土) 「川遊び」 府中市多摩川親水公園    
27 日(日)「キャンプ出発式･安全祈願」荻窪白山神社 

6/ 8(日)『荻窪ハーモニーまつり奉仕』あんさんぶる荻窪 
参加スカウト： 坂下、斉藤、松下、福村 

梅雨の時期恒例の「荻窪ハーモニーまつり奉仕」に参

加しました。天候はあいにくの雨空でしたが、スカウ

トは、ヨーヨー釣りコーナーで「こより」を作ったり、

風船をふくらませたり、カキ氷コーナーでは大きな声

で呼びかけしたり、元気にお手伝いをすることが出来

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
南相馬市への募金活動では 
カブ隊のお兄、お姉さんと 
一緒に大きな声で募金を呼 
びかけることができました。 

9 時児童館に集合、セレモニーの後 
15 日に実施する追跡ハイクの準備と 
して方位について学び、家から最寄 
り駅までの地図を作成しました。 
次に地図記号で神経衰弱ゲームで盛 
り上がりました。最後にロープワー 
クでもやい結びを学び準備万端、 
15 日の追跡ハイクが楽しみです。 
 
 
 
 
 
 

6/ 7(土)8 (日）『荻窪ハーモニーまつり』あんさんぶる荻窪 
出席スカウト 7 日佐々木 8 日佐々木,鈴木,茂山,見学者 

カブ隊は 12 時 45 分に集合、募金活動を実施しました。 
「南相馬市に義捐金、よろしくお願いしま～す！ 
 ありがとうございました！」 

6/22(日) 『作って遊ぼう！・りすの道』荻窪児童館  

参加スカウト： 坂下、斉藤、松下、福村 
今月のビーバー隊は、「できるかな？」 
をテーマに活動しました。 
はじまりのショートゲーム、 
「にょろにょろどじょう」、 
「ストロー豆ゲーム」で盛 
り上がったあとは、工作 
プログラム、「びっくり人形」 
「新聞紙ヨーヨー」作りに 
挑戦、それぞれステキな作 
品が完成、遊ぶことが出来 
ました。セレモニー終了後、 
りすの道（ビックビーバー） 
では、ボーイスカウトの歴史 
やカブスカウトの「やくそくと 
さだめ」について学習しました。  

6/ 1(日）隊集会「追跡ハイク準備」西荻北児童館 
出席スカウト：鈴木、茂山及び 6 団スカウト 

6/15（日）「追跡ハイク」 
スカウトハウス～井の頭公園三角広場 

出席スカウト：佐々木、速水、茂山及び 6 団スカウト 
8 時にスカウトハウスに集合、近くのわかば公園へ移動

しセレモニーのあと追跡ハイクについての説明。指令書

を受け取りはじめはコマ図に従い各ポイントへ出発。松

庵公園でキムスゲームに挑戦、次の指令書を受け取り地

図とコンパスで次のポイントへ。三鷹台公園で次の指令

書を受け取り追跡サインを追って仙川沿いに計測とけも

の狩をクリアし井の頭公園へ、途中、へびと遭遇してび

っくり。ロープワークで本結びともやい結びに挑戦しま

した。ゴールの三角広場ではざりがに釣りで楽しみまし

た。見学者もたくさん参加してとてもにぎやかな隊集会

になりました。（写真は次頁） 

方位のお勉強 

地図記号で神経衰弱     絵地図づくり 

ヨーヨー釣りコーナーお手伝い 

カブ隊と一緒に募金活動
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<ローバー隊>  

今後の予定  団、隊奉仕 

 

<ベンチャー隊>  
活動報告 

6/ 8、22 隊会議 夏季プロジェクトについて 
6/22 リーダー会議 
今後の予定  
7/ 6 夏季プロジェクト下見  横田スカウト 
夏期プロジェクト 

 期間 8 月 10 日(日)～13 日(水) 

 内容 野辺山にて天体観測及び自転車キャンプ 

 場所 佐久→野辺山→甲府 

 予定 8/10 佐久→野辺山（自転車移動）天体観測 

     杉並→佐久は車移動 

     8/11 野辺山周辺自転車ハイク 天体観測 

     8/12 野辺山周辺自転車ハイク 天体観測 

     8/13 野辺山→甲府（自転車移動）  

甲府→杉並は車移動 

〈団委員会 〉 

6/27(金) 20:00～22:00  あんさんぶる荻窪 

団委員：竹之内、山村、山中（一）、山中(喜) 、高木 
〈団会議 〉 
7/5(土)19:30～21:30   あんさんぶる荻窪 
BVS:篠田  CS:大島  BS:儘田,山中 VS:宮崎 RS:山中 

団委員：竹之内、山村、山中(喜)、高木 

次回 

団委員会 

7/25(金)20:00～22:00   荻窪地域区民センター 

団会議 8 月は休会  

7/12(土)13(日） おぎくぼセンター祭  

＜東連 ・地区＞ 

7/ 3(木) 地区円卓        中野ゼロ          

7/11(金) 理事会         スカウト会館 

7/12(土) 研修・実修所事前課題研修  あんさんぶる荻窪 

7/13(日) 地区 VS フォーラム        あんさんぶる荻窪 

7/17(木) 県連盟地区コミッショナー会議 スカウト会館 

7/22(火) 地区コミッショナーグループ会議 

7/24(木) 地区委員会         

ボーイ隊 7 月の 予定 

6 日(日) 班ハイキング 

13 日(日) GBM/PM  保護者会 

27 日(日)「キャンプ出発式･安全祈願」夏キャンプ 準備 

 

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 竹之内 實  団報担当 高木 誠 

<ボーイ隊> 活動報告 
 6/8(日)  GBM/PM 

８団参加スカウト 澤田、塩澤、馬目、島津、花輪 

スカウトハウスにて、班毎にハイキングの計画を立てた。各

自が持ってきた地図を見ながら班員全員で相談し、ハイキン

グ計画書を作った。 
実施日が中学生の試験の関係から各班とも７月６日に決ま

った。行き先は、 
イーグル班 奥多摩駅～本仁田山～コブタカ山～鳩ノ巣駅  

シルバーホーク班 鳩ノ巣駅～大ダワ～コブタカ山～本仁

田山～奥多摩駅～鳩ノ巣駅 
モビーディック班 高尾山～城山～景信山～底沢峠～相模

湖駅というコースに決まった。 

6/22(日)  夏キャンプ下見 
今年の夏キャンプは、杉並５団が所有している長野県蓼

科にある野営場にて行うことになり、下見を行った。 
野営場は、平らな所が殆ど無くクマ笹が生い茂っていた

為、各班がどのようにキャンプ生活を快適にするかとい

うのが試されるキャンプになると思われる。 
 

《夏 キ ャ ン プ》 

ビーバー隊  8/16  デイキャンプ 東京 小金井公園 

カ  ブ隊 8/7～10  山梨県 なかとみ青少年自然の里 

ボーイ隊 8/9～13  長野県 杉並 5 団蓼科野営場 

ベンチャー隊 8/10～13 長野県 野辺山～山梨県 甲府 

<カブ隊> 「追跡ハイク」 

7/3  菊章伝達式          中野ゼロ 

ヘビ との遭遇       ザリガニ釣り 

7 月 3 日菊章伝達式が 

中野ゼロで行われ、篠田君

が晴れて表彰されました。

弥栄！ 

 


