
１３年８月６日下記７名のスカウトの菊章が

認証され、９月３０日の円卓において、

菊認証スカウトの顕彰が行われました。

５団 小泉 歩、 ５団 熊田 光流

８団 山田 卓弘、８団 峰尾 和典

８団 清水 晃久、９団 日高 俊郎

14団 和田 将弥
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日 々 の 善
行 .そ な え
よ つ ね に

八王子地区のボーイスカウト・ガー
ルス カ ウト 地区 ラ リー が 開 催 さ れ
ます 。 お友 達 を誘 っ て奮 っ て 参 加 し
てください。

テ ー マ ：「レスキューチャレンジャー」
開 催 日 ：１１月１１日（日） 午前10：00～14：00まで（小雨決行）
場 所 ：八王子市役所横 浅川河川敷
対象年齢 ：幼稚園の年長～大学生年齢までの男女

一般の参加や見学希望の方へ
傷害保険加入のため当日受付においで下さい。
注意…小学校低学年のお子さんには1グループに1人以上の成人の付き添いをお願い
致します。
参加する方は動きやすい履物・服装と汗拭き用のタオルをご用意ください。
昼食は持参、または当日ボーイスカウト関係者で営業する模擬店が出ますので、

ご利用ください。

写真は昨年会場で設営されま
したフリークライミングの設
備です。高校生年齢のスカウ
トが前日から準備しました。
ザイルを装着し転落にも備え、
小学校に上がる前の子供さん
もいましたが、全員無事に上
りきることが出来ました。そ
の他いろいろなゲームをしま
した。今年はどんなものが出
来るかお楽しみに、お父さん
やお母さんも一緒に遊びませ
んか。サイクリングの途中に
でもお立ち寄りください。

地区ラリー迫る

菊スカウト７名誕生

今年度のビーバー部門の夏季
行事は、地区コミ会報告資料
によると宿泊を伴う行事を行っ

た団１３ヶ団中１０ヶ団、残り３ヶ団は宿泊
を伴なわない行事だった。各団の感想につい
ては、宿泊を行った団の場合「１年間の総ま
とめとして意味があるのではないか」「リー
ダーと団委員の連帯感が出来、良かった」

「保護者の協力が得られ保護者同士の連帯感
が出来、活動を見ることでスカウト運動に対
する理解、帰属意識が高まった」「スカウト
の搬送方法を意識した」等の意見があり。宿
泊を伴わない行事を行った団では「リーダー
としては楽な夏で、物足りなさを感じた」
「日頃の活動と変り映えがしなかった」等が
あがった。

夏季キャンプについて次のよ
うに報告された。雨に降られ
た団が多かったが臨機応変に
工夫し対処されたようだ。団

によって多少の反省点があるようだが、概ね
楽しいキャンプが出来たようである。
活動内容抜粋「茶道、水墨画、俳句、砂金取
り、ダム見学、下駄作り、こんにゃく作り、

筏作り、火起し、クッキー作り、流しそうめ
ん、ハイキング」等

夏季行事は９ヶ団から提出さ
れた。１，７，１４団は合同
隊で実施された。ＢＳ部門リー
ダー研修会：１１月２日～３

日山田大橋キャンプ場で実施する。
地区ラリー：防災と救急をテーマとしたゲー

ムを行う。
第 ２０ 回 世界 ジ ャン ボリ ー
派遣員募集
平成14年12月 25日（水）～
平成15年１月 ９日（木）

16日間タイ国のサッタヒープ（バンコクから
南東へ180ｋｍ）で実施される。費用は約２５
万円でベンチャー章を取得している事と、企
画書を提出してプロジェクトを実行している

ことが参加条件。
第１３回日本ジャンボリー奉仕隊員募集
平成１４年８月３日（土）～７日（水）大阪
市舞州スポーツアイランドで実施。参加費２
万８千円。参加資格はベンチャー章を取得し
ていること自ら進んでSHQ,JHQ,準備及び運営
に積極的に奉仕する意欲のあるスカウト。

2001年8月7日～12日まで愛
知県新城市で、Ｍｏｏｔ（ムート）2001が開
かれました。この大会はボーイスカウトの大
学生年齢以上が対象の大会で、4年に1回開か
れています。大会参加者は２６０名ほどでし
たが、この内６０名ほどが海外からの参加者
でした。大学生年齢と言うことで、前半の３
日間はクループログラムの、希望するコース

に参加したり、自分たちで計画したプログラ
ムを展開します。写真は関東周辺の仲間で構
成されたグループです。参加団体を関東・関
西・中部に分けてグループを編成し後半の日
程を新城市吉川にあるボーイスカウトの野営
場（キャンプ場）で共同生活を営みました。
関東と言っても東北地区も含めた仲間がいっ
しょに活動しました。全国の仲間と友達になっ

たりして大変有意義な大会となりました。
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部門便り

ビーバー
部 門

カ ブ
部 門

ボーイ
部 門

ベンチャー
部 門

Ｍ ｏｏｔ（ムート）2001開催

カブスカウト・チャレンジ章全40科目取得

八王子第５団ＢＳ隊所属 大神田 憲 君
（おおかんだ けん）が１０月のＣＳ隊最後
の集会でチャレンジ章４０個をすべて完全
取得しました。
９月より新設された２つのチャレンジ章
（探険家、災害救助員）も取得し新設され
た２つ章を含めて全部取得したのは、全国
でも第１号です。

１０月にＢＳ隊に上進しましたが、本人の
努力はもとより今後に続くカブスカウト諸
君の励みになればと思います。

第17回地区ラリー開会式で佐藤地区コミッ
ショナーより「スカウト顕彰」が行なわれ
ます。おめでとう！弥栄！

なお、日本連盟の広報担当からも取材依頼
あり「スカウト誌」でも近々に紹介されま
す。

ローバー
部 門



八王子西ロータリークラブ、八王

子南ロータリークラブ、八王子ロー

タリークラブの３クラブより八王子

ＢＳ・ＧＳ連合育成会に対し助成金

を頂きました。
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６月２８日地区委員会においてアメリカジャ

ンボリー派遣スカウトに対し地区派遣費の伝

達式が行なわれた。派遣スカウトは、７団Ｖ

Ｓ吉野太郎君 10団ＶＳ原岡和幸君２名のス

カウトです。アメリカ連盟が主催するジャン

ボリーは４年に一度開催されており、２００

１年の大会は第15回目を迎える。会場は第１

０回ジャンボリー以降使われている首都ワシ

ントンＤＣの近く、バージニア州のリッチモ

ンド近郊にあるフォートＡＰヒルである。参

加者はアメリカスカウト家庭でのホームステ

イを体験すると共に、このジャンボリーに参

加し、会場内外で行なわれる各種プログラム

を体験し、日常のスカウト活動を通じて体得

した知識・技能・精神を一層高め、参加外国

スカウトとの親善交歓により国際理解と友情

を深める。日程は７月２１日～８月１０日

２１日間で日本からは７２名のスカウトが派

遣された。

八王子地区のBS・GSが第２０回北海道大会に

派遣隊として参加しました。日程：７月２８

日～８月６日（移動含む）場所：札幌市南区

真駒内スキー場他２ヶ所 大会テーマ「試さ

れる大地」２１世紀のスカウティングを創め

ようスタッフ：１２名 スカウト：BS１６名G

S１６名他計４４名現地では北海道のスカウト

以外にも韓国のスカウトとも交流が出来て

スカウトにとって心に残る大会になったよう

でした。 写真は姉妹都市苫小牧の郊外にあ

る八王子千人同心墓参での１枚です。

北海道大会終わる

ロータリークラブ
より助成金

８月２６日の団委員長会議で、八王子４団

は７月末日を持って廃団されることが正式に

報告された。廃団に伴い同団に登録されてい

た、スカウト及び指導者は主に６団に移籍さ

れた。また、この席で地区委員長から１４ヶ

団１２００名体制を維持していく意向が説明

された。

滝山キャンプ場（仮称）に、トイレ及び水

場の設備が出来ました。使用申込みは佐藤地

区コミッショナーまで連絡し、鍵の貸出しを

受けて下さい。利用料については、八王子地

区の各団は無料、他地区の団は佐藤地区コミッ

ショナーまで問合せの事。
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８月４日～８月５日に開

催された、八王子夏祭り

パレード横断幕持ちの奉

仕に、各団から多数のス

カウトが参加した。８月

４日の花火大会には警備

として１２名の指導者及

び団委員が奉仕した。

各各各各各各各各各研研研研研研研研研修修修修修修修修修所所所所所所所所所・・・・・・・・・実実実実実実実実実修修修修修修修修修所所所所所所所所所修修修修修修修修修了了了了了了了了了者者者者者者者者者報報報報報報報報報告告告告告告告告告
ＷＢ研修所修了者
ＢＶＳ 課程東京 26期 10団 山本 利孝 11団 興梠 由紀子
Ｃ Ｓ 課程東京 105期 ９団 黛 知香子 ９団 山田 大吾 14団 高橋 進

Ｂ Ｓ 課程東京 108期 ７団 野崎 昌巳 ９団 長沢 友也 ９団 谷貝 一輝
Ｂ Ｓ 課程長野 16期 ７団 斉藤 浩太
Ｖ Ｓ 課程東京 ７期 ５団 大寺 光成 13団 吉澤 広士 13団 船引 洋伸

ＷＢ実修所基本訓練修了者
Ｃ Ｓ 課程 123期 ５団 岩崎 重国

ＷＢ実修所奉仕実績訓練修了者 （平成13年7月19日東京連盟理事会にて2ビーズ伝達）
ＢＢ ＳＳ 課課程程 114455期期 ３３団団 山山下下 浩浩 ５５団団 足足立立 克克彦彦

第４団廃団 団委員長会議で報告 滝山キャンプ場利用について


