
平成２４年度総会資料

日時 平成２３年１０月１６日（日）
場所 善永寺太子ホール

善 永 ス カ ウ ト 育 成 会
ボーイスカウト東京大田第４団
ガールスカウト東京都第２０９団



平成２４年度総会にあたって

善永スカウト育成会 会長 吉野鷹夫

三指、秋冷の候会員の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は育成会の運営に、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。

先ずここに平成23年度の団及び育成会の活動の全てが大過なく終了いたしまし

たことをご報告致すとともに、皆様が、与えられた持ち場、持ち場をきっちりと

こなしていただき、特に各隊指導者の皆様には、限られた制約の中で充実した活

動をすべく創意工夫し、努力していただきましたことに敬意を表する次第であり

ます。また東日本大震災復興支援と位置づけました『第３８回スカウトまつりバ

ザー』には、物心両面におきましてご協力賜りありがとうございました。梅雨時

にもかかわらず好天に恵まれ、大いに盛りあがり、光輪幼稚園の協力をもいただ

きまして、大きな成果を得ることが出来ました。得られた益金の一部を被災地の

復興支援として役立て、一日も早い復興をお祈りしたいと思います。

さて今年の夏は連日30度を超す猛暑が続きましたが、ボーイ・ガール両団とも

各隊それぞれの場所で夏季キャンプを実施し、平生の活動を野外で実践してまい

りました。特に今年はあいばので本派キャンポリーが開催されまして、ボーイ隊

が元気よく参加してまいりました。思うようにならない野外活動の貴重な体験の

中で協力すること、助け合うことの大切さを学び、スカウトたちは友情を深め、

絆を深めてまいりました。体験学習が見直されている昨今、目標に向かってチャ

レンジすることがこれからの生きる力になると信じます。

これからを担って行く大事な子ども達が夢と希望を持てるような素晴らしい活

動と仲間の輪を広げましょう。そしてこの素晴らしい伝統の火がいつまでも燃え

盛りますよう、育成会も本旨を充分踏まえ、地域にしっかりと根差してまいりた

いと思いますので、皆様の更なるご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

秋冷に向かい、皆様のご健康ご自愛をお祈り致して挨拶と致します。

弥栄

平成23年10月16日
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《《善永スカウト育成会 平成２３年度活動の概要》》

平素より会員皆様には、格別のご支援ご協力誠にありがとうございます。

平成23年度も予定致しました育成会行事は無事終了させていただきました。

１．善永スカウト育成会行事

(1）平成22年10月16日 善永スカウト育成会総会

（2） 〃 団発足60周年式典、祝賀会

(3） 11月20日 スカウト報恩講

(3） 12月19日 グッターン・パーティー（もちつき）

(4）平成23年 1月 1日 新年国旗掲揚式、善永寺初詣

(5） 1月30日 善永スカウト育成会新年会

(6） 6月 5日 育成会バザー

２．会員数 平成23年8月31日現在

会員名 会員数 増減

普通会員 現在スカウトが在籍している保護者 42名 ▲4名

特別会員 スカウトは在籍していないが

引き続き応援してくださる方々。 60名 3名

指導者やＯＢの方々

賛助会員 活動に理解していただいて支援して 3名 0名

下さる方々

合計 105名 ▲1名

隊費納入者(ＢＳ) 38名 ▲8名

団費納入者(ＧＳ) 19名 1名

３.残念ながら本年もスカウト数、普通会員が減少いたしました。（会費収入の

減）当団は育成会員からの会費収入と寄付金、雑収入等により運営されています。

善永寺様よりの助成金のほか伊東奨学会様ならびに赤十字様から青少年育成団体

として活動を認めていただき、ボーイ・ガール両団共に長きにわたって多額のご

援助をいただいております。お陰様で両団はスカウト活動に必要な備品を充実さ

せていただいております。改めて、ご援助に深く感謝申し上げる次第でございま

す。

また、育成会理事の皆様方には育成会費の集金、上記育成会行事への参加、準

備、またその打ち合わせのための会議出席等々本当にありがとうございました。

御礼申し上げます。

以上。
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★★★★ ボーイスカウトの部 ★★★★

ボーイスカウト大田第４団

平成２３年度活動報告-平成22年9月1日から23年8月31日に至る期間

活動の概要

本年度は10月に大田4団60周年の式典及びイベントを行いスター

トしました。順調に各隊のスカウト活動が始まりましたが、23年

3月11日に発生した東日本大震災を契機として大きく変わりました。

幸いに団関係の方の被災はありませんでしたが、余震や津波の危険から、BSやVS

で計画していた千葉県での春のキャンプは中止としました。また放射線の危険も

ありましたので，春の活動は大きく制限されました。また地区の講習会も中止と

なり、スカウト活動も一時中断。しかしその時ローバー隊の諸君が立ち上がりま

した。各地区や他団のローバーと呼応して義援金の募金活動を始めました。また

3月末にはローバー隊が中心となり団をあげて募金を行いました。総額30万円を超

えました。これは日本連盟を通じて赤十字へ寄付されています。またボランティ

アとして日本連盟の募集に応えて鈴木憲介ボーイ隊長とローバー隊の小室篤史君

が，宮城県石巻へ行きました。その後も岩手県連の募集した「ともだちパック」

やつばさ地区義援活動にも参加しました。バザーでも募金活動を行い，当日

23,683円｡また売上げより5万円を義援金としていただきました。この資金は大田

4団義援活動資金としてお預かりし上記義援活動の資金といたしました。現在残り

は32,047円です。今後の義援活動の原資といたします。ありがとうございました。

震災のため制限のある活動を行っていましたが、夏にかけてまた再開です。ボ

ーイ隊からは3名の菊スカウトが誕生しました。今後の活躍を期待します。キャン

プも順調に展開されました。詳しくは各隊の報告をご覧ください。

しかしながら当初の目的のスカウト数の増大は、逆になってしまいました。24

年度はこの反省に立って、着実なスカウティングを進めていきたいと思います。
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☆☆各隊の報告☆☆

《ビーバースカウト隊》

平成23年3月11日に東日本大震災が発生しました。被災された方々に心よりお見舞い申

し上げます。

千年に一度という想像を遙かに超えた自然の脅威を我々は目の当たりにしました。この地

球に生きる我々人間の小ささを実感するものでした。ボーイスカウトの基本方針では、ボー

イスカウト運動は「ちかいとおきての実践を基盤とし、ベーデン-パウエルの提唱する班制教

育と、各種の進歩制度と野外活動を、幼年期より青年期にわたる各年齢層に適応するよう

に、ビーバースカウト、カブスカウト、ボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウ

トに区分し、成人指導者の協力によってそれぞれに則し、かつ、一貫したプログラムに基づ

いて教育することを基本方針とする。」と教育規程の冒頭に明記されています。野外活動で

は、自然のいろいろな変化の中で我々は学ぶべきことがあります。私自身、ボーイスカウトの

野外活動の経験から多くを学び考えさせられましたが、今回の震災におきましても多くを学

びました。皆さんはいかがでしょうか。大自然を目の前にすると、人間一人では生きていけな

いことを改めて感じました。地球環境は一人で生きて行くにはあまりにも過酷出ることを改め

て考えさせられました。

このたびの震災では、被災地から離れた東京においても被災の影響をいろいろ受けてお

ります。原発の被災による、東京電力管内の１５％電力ピークカットの法令化は首都圏経済

活動に大きな影響をあたえ、隊長である私の7月の土曜日曜には勤務となり、週末に集会を

開催できなくなりました。ビーバースカウトの皆さんとの活動が出来なくて残念でした。

平成2３年度は年間テーマを「エルマーのぼうけん」、目標を「一人一人、夢をもちながら

あそぼうね」として活動しました。隊集会は毎回季節に即したゲーム・活動に取り組みながら

ビーバーのみんなといろいろ試みました。

年度始め体験入隊７名で活動開始しました。うち３名は野球へ転身退団、3月末には稲次

君がお父さんの岡山への転勤で退団されました。後半は杉山莞君、芦塚悠君及び泉田聖

太君の３名で活動しました。今年度は保護者の方々も積極的にプログラムに参加していた

だきました。家族ぐるみで活動しました。莞君のお母さんの由満さんには副長として、悠君の

お父さんの眞一さんには補助者として活動に参加頂きました。

下表に活動記録を記します。隊集会１１回、団行事10回及び地区行事等外部主催行事３

回の計24回実施しました。団内での野外料理対決（羊頭狗肉、どれが野外料理？）、つば

さ地区内の３個団のビーバーと一緒にソーセージ作りの活動しました。はじめて会うビーバ

ーのお友達と同じ歌（大きな輪）を歌えるなんてすごいことですね。

木葉章の記録では、杉山莞君がビーバーノートの木の葉がすべてそろいました。おめで

とう。

隊集会及び団、地区行事

月 日 内容 活動

9 12 隊集会（アスレティック） 隊・CS

27 上進式 団

10 1 共同募金 団



- 5 -

16 総会・記念式典 団

17 団行事 野外料理 団

24 子ども会交歓会 地区

11 7 大田フェスタ 隊

20 報恩講 団

12 5 地区お茶会 地区

12 隊集会 隊

19 グッターンパティー 団

1 1 元旦集会 団

23 隊集会 隊

2 6 隊集会 隊

20 団行事 団

3 19 隊集会 隊

26 隊集会 隊

4 3 合同隊集会 隊

5 8 ｶﾞー ﾃﾞﾝﾊﾟー ﾃｨｰ 個人参加

22 降誕会 東京教区

6 5 隊集会（団バザー） 団

26 隊集会 隊

7 18 隊集会（CSと空港見学） 隊・CS

8 27 隊集会 隊

9 3 団営火 団

11 隊集会（CSと） 隊・CS

19 上進式 団

《カブスカウト隊》

平成 23年度は期初、くまスカウト 7名、しかスカウト 2名、うさぎスカウト

1名、合計 10名で二組編成とし、リーダーは隊長の他、ローバー隊から星野富一

君を副長に迎え、副長 4名、インストラクター 2名、デンリーダー4名、デンリー

ダー補 2名、の隊リーダー 7名、デンリーダー 6名でスタートしました。期中、

くまスカウトの退団者が2名（サッカーで 1名、受験で 1名）、其れにともなって

デンリーダー補が 1名退団。でも斉藤正吾君が入団（しかスカウト）し、くまス

カウト 5名、しかスカウト 3名、うさぎスカウト 1名、計 9名のスカウトで年度

末を迎え、くまスカウト 5名全員がボーイ隊に上進しました。出席率は他の習い

事等もあって個人差が大きく出た年でしたが、欠席 2回までのスカウトが 2名、

しかスカウトの開発成生君が欠席ゼロで皆勤賞を取得しました。

◎活動状況 （年間目標 ： チームワーク）

月 月のテーマ/ 活動内容 組集会 特別隊集会等 団行事・地区行事等
生活目標 隊集会

H. 仲間っていいな/ ﾃﾞﾝ作り、基本動作、 3 共同募金（JR蒲田駅）、 団60
22 元気に挨拶しよう 集散法、日本の国旗、 回 周年記念行事、子ども会交歓
/ 奉仕（募金活動） 会（平和島公園）
10
11 自然の中で遊ぼう/ 野外活動、計測・地図記号・追跡 3 ハイク（川崎大師）、 保 スカウト報恩講

ルールを守り、 サイン、私の町・マナー・ゴミの分 回 護者の会
マナーを身につける 別

12 カブリンピック/ 記 スポーツ、奉仕（町の美化） 3 グッターンパーティー
録に挑戦しよう 回
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H. 魔法使いの弟子/ なわ結び 4 新春国旗掲揚式
23 生活の中で結びを 回
/1 生かす
2 職人気質/ チー 工作（組の象徴作り）、 BPの 3 団スカウト勧誘行事

ムワーク 話 回 （ゲームでゲット＆野外で調理）

3 インターナショナル 世界の国 /々先輩スカウトの海外 3 大震災義捐金募金活動（JR蒲
/ 外国に行く夢を持 体験を聞く、 東日 回 田駅）
とう 本大震災の話

4 春が来た/自然の恵 自分達で作ったお弁当を持って 3 第1回上進章集会、 保
みに感謝 自然観察に出掛ける、水の循環 回 護者の会

を実験する
5 そなえよつねに/ 家庭での防災会議～災害への 3 第2回上進章集会（BS隊 ガーデンパーティー（萩中公

危険をきちんと知ろう 備え・対応、サバイバル、救急 回 のグリーンバー訓練に参 園）、 降誕会スカウトの集い(本
加） 願寺築地別院)

6 空想は無限大/ お話・表現・脚本（2月に作った組 3 斉藤正吾君入隊式 スカウトバザー
感性を磨き表現力u の象徴がどうしてそれになったか 回
p の顛末とその後どうなったかをス

タンツにする）
7 チャラン20/ 去 チャレンジランキング 2 第3回上進章集会、 JAL

年より今年、今年より 回 羽田整備場見学、 保護
来年 者の会

8 森の仲間/ 夏期キャンプ（埼玉県 長瀞、 8/ 中萩中小学校営火
チームワークの総仕 6～9、 3泊4日、テーマ：天狗と
上げ 河童と座敷童の物語）

9 名残りは尽きねど/ 一年間の総括 2 保護者の会、 ホッ 団営火
全てに感謝 回 トラックパーティー（家族ぐ 上進式

るみの懇親会）、第4回上
進章集会、進級式

新年度はビーバー隊からの上進者はなく、くまスカウト3名、しかスカウト1名、

うさぎスカウト0、計4名で、リーダーは隊長の富永が退任し、副長の沼田が隊長

を引き継ぐことになりました。他に木下副長がインストラクターとなり、隊長1名、

副長2名、インストラクター3名、デンリーダー2名、計8名でスタートします。ま

たデンリーダーの負担を減らし、スカウトの参加を増やす為にも新年度から実験

的に活動単位を2ヶ月単位とし、実働日数を減らしてみる事としました。

実働日数は少なくなりますが、密度の濃い集会が行えるよう、隊として積極的に

行うプログラムを絞りました。

また、団本部での活動だけでなく、近隣の公園での活動も予定しており、スカ

ウト活動を積極的にアピールしていきたいと思っております。

我々も継続してスカウトの獲得には努力を惜しみませんので、団・育成会から

も宜しくご援助賜りたくお願いいたします。

《ボーイスカウト隊》

１、隊活動

隊指導者 ６名（実働 ３名） ＲＳより奉仕１名 スカウト １１名

２班編成

隊集会

９月２６日 上進式 １０月 １日 赤い羽根共同募金

１０月１７日 ６０周年団行事 １０月３１日 計測

１１月２０日 報恩講 １１月２８日 救護
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１２月１９日 グッドターンパーティー １２月２６日 読図

１月 １日 新春国旗掲揚 ２月２０日 入団勧誘行事

５月 ８日 ガーデンパーティー ５月２２日 降誕会

５月２９日 ロープパイオニア ６月 ５日 団バザー

６月１２日 地区合同隊集会 ８月２０日 キャンプファイヤー奉仕

９月 ３日 団営火 ９月１１日 野外料理

隊ハイキング

４月３０日～５月１日 ナイトハイキング

隊キャンプ

１月８日～１０日 千葉県船橋市県民の森

７月２９日～８月２日 第６回本願寺派スカウトキャンポリー

班ハイキング

２月１３日 東京タワー周辺～団本部

進級状況

初級→２級 ３名、２級→１級 ２名、１級→菊 ３名

２、保護者会

10月31日、12月19日、2月20日、5月22日、7月24日、9月11日 ６回開催

３、班集会

両班とも月に２回から３回程度の班集会を日曜日の午前中にスカウトルーム

にて実施しました。隊集会後にＧＢ会議を行い、月間プログラムをスカウトが

作成することによって、その月の班集会から隊集会への流れを理解した班集会

が行えている様子が見られました。中学生の定期テストの時期などには２週間

程度、班集会を行えない事があったが、ＧＢ会議にて隊集会の内容を調整する

事によって班集会の少なさを補う事ができた。

４、総括

平成２３年度は中学３年生２名、中学２年生１名を菊章に進級する事ができ

た事が、一番の喜ばしい事です。２月は雪で、３月は震災の影響でキャンプが

中止になってしまったが、その時間を利用して、スカウト個人個人のターゲッ

トバッジや進級に関してのフォローが出来ました。

平成２４年度活動予定

１０月 救護 １１月 ロープ、パイオニアリング

１２月 燃料、たき火 １月 キャンピング

２月 ナイトハイキング ３月 防災

４月 自転車 ５月 観察

６月 野外料理 ７月 キャンプマネジメント

８月 キャンプクラフト ９月 フィッシング
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《ベンチャースカウト隊》

1．２３年度

２３年度は高二１名、高一１名、上進者２名、リーダー1名の計５名でスタート

した。中3二名は受験を終え、本格的にベンチャー活動が始まると思っていました

が、環境が変わり，部活が忙しくなり、スカウト活動に一度も参加することがで

きなかった。また3月11日の東日本大震災の影響で，3月の千葉県でのキャンプ、

5月の栃木県でのキャンプが中止となり、目立った活動はできなかった。夏のキャ

ンプは第6回本願寺派スカウトキャンポリーに奉仕隊の一員として1名のスカウト

が参加した。

前半は奉仕を中心に2名のスカウト、後半は1名のスカウトで活動を終えた。

2．活動報告

No 活動日 内 容
1 9/26 上進式 太子ホール
2 10/16 60周年式典 〃
3 10/17 〃 イベント 幼稚園
4 10/24 子ども会交歓会 平和島公園
5 10/24 顔合わせ お好み焼き「海平」
6 11/6-7 大田フェスタ奉仕 ふるさと海浜公園
7 11/20 報恩講 善永寺本堂
8 12/5 地区チャリティお茶会奉仕 池上梅園
9 12/19 グッド・ターン・パーティ 光輪幼稚園

10 1/1 元旦会 善永寺
11 2/6 ガールお誘い鍋パーティー
12 2/20 入団勧誘行事 幼稚園
13 3/12 報告会 お好み焼き「海平」
14 3/19-21 新人歓迎キャンプ 中止 千葉県
15 5/3～5 カヌー章挑戦キャンプ 中止 栃木県
16 5/8 ガーデンパーティー
17 5/22 降誕会 築地本願寺
18 6/4 団バザー準備 光輪幼稚園
19 6/5 団バザー 光輪幼稚園
20 7/29～8/2 本派スカウトキャンポリー あいばの演習場
21 8/20 キャンプファイヤー奉仕 大田区立中萩中小
22 9/3 団営火 光輪幼稚園
23 9/11 上進説明会 太子ホール
24
25
26
27

☆「キャンポリー」に参加して 野村 豊
今回僕はキャンポリーでいろいろなことを体験しました。ジャンボリーについては小学生

の時に行ったきりだったので行くのを楽しみにしていました。小学生の時は何もしなかった

ので、裏方に回るのは初めてでした。行く前には力仕事がメインだと思っていたので、向こ

うに行ってから少し安心しました。

あと仏教章の研修会の時の人にも会いました。国旗を後納するときはみんなから注目を浴

びた中でやったので緊張しました。

他には縁日みたいなものをやった時の虫の量が凄かったです。雨上がりだったからかもし

れないけれどあそこまでの量はみたことがなかったです。
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裏方と言っても今回は楽だったと思いました。朝、昼、夜の食事を他の方々が作ってくれ

たし、バイキングであったし、内緒でお風呂に行かせてもらいました。今回のキャンポリー

の方々、本当にありがとうございました。

４.24年度

一度も参加しなかった高1の二人が退団しましたので、高2一名、上進スカウト

二名、リーダー1名の計4名でスタートします。中3の2名は受験がなく，すぐに活

動に参加できるので、10月から本格的に活動をしていきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

《ローバースカウト隊》

1.隊編成

リーダー ８名 スカウト ６名

2.平成２３年度活動報告

平成22年 9月26日 ローバー隊総会 善永寺ホール

10月 9日 10月定例会 竹本家

10月24日 子供会交歓会 平和島

11月 11月定例会

11月20日 つばさ地区ユースミーティング 平和島ユースセンター

12月 4日 団会議 善永寺ホール

12月 5日 お茶会 池上梅園（参加者小室(篤)のみ）

12月19日 グッドターンパーティー 幼稚園

12月28日 12月定例会 ガスト（環八沿い）

平成23年 1月01日 新年国旗掲揚

1月15日 1月定例会 竹本家

2月19日 2月定例会 竹本家

3月20日 山手地区目黒第15団募金活動

自由が丘駅前、都立大学駅前(参加は松崎のみ)

3月24日 3月定例会

3月26日 東関東大震災募金活動 JR蒲田駅周辺

5月 8日 ガーデンパーティー 萩中公園

5月24日 5月定例会 ネットの音声会話にて

6月 4日 6月定例会 ネットの音声会話にて

6月 5日 バザー 幼稚園園庭

7月16日 7月定例会 ネットの音声会話にて

8月20日 中萩中CF

9月 3日 団栄火 幼稚園園庭
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平成 23 年 4 月 5 日
作成者 ローバー隊 松崎昌英

東北地方太平洋沖地震募金について 報告書
・目的

今回の東北地方太平洋沖地震でなにか自分たちにできる事を考えたときに、やはり募金活動が一番素早く始められて、
被災地、被災された方々の迷惑にならないものだと思いました。また、直接現地で奉仕というのもありますが、直接
行くにはライフライン等が完全に復旧していない状態であり、行った方にも危険があると思い、募金という形の方が
助けにもなるだろうと思い考えました。
そこで大田 4 団ローバー隊を中心に一番人が集まるであろう JR 蒲田駅で募金をしました。

・実施日時 平成 23 年 3 月 26 日(土)
09 時00分 各隊団本部集合
09 時 40 分～ 11 時 10 分 募金
12 時 35 分 各隊団本部(幼稚園園庭)にて解散

・対象 大田 4 団ビーバー隊、カブ隊、ボーイ隊、ベンチャー隊、ローバー隊
・実施場所 JR 蒲田駅前東口、西口
・使用したもの 募金箱(カブ隊：4、ボーイ隊：4、ローバー隊：3)、封筒
・参加者 カブ隊 13 人、ボーイ隊 9 人、ローバー隊 4 人
・募金総額 309,186 円
ご協力ありがとうございました。尚、28 日(月)に松崎、小室(紀)が責任を持って郵便局から日連のほうに送金致しました。

当日の動き
時間 全体 ローバー

8 時45 分 ローバー隊集合、軽く打ち
合わせ

9 時00分 各隊団本部に集合 国旗掲揚
9 時05 分 全体説明 担当：松崎
9 時10 分頃 全体で掛け声の確認
9 時12 分 蒲田駅に向け出発(徒歩) 先頭を松崎,星野(恒)でカ

ブ、ボーイ、ローバーの順
※1

9 時38 分 蒲田駅着
9 時40 分 募金活動開始

(カブ隊・ローバー隊：東
口、ボーイ隊：西口)

11 時10 分 募金活動終了
11 時12 分 団本部に向け出発(徒歩) ※1と同じ
11 時45 分頃 幼稚園着

(空き教室を借りて各隊集計)
12 時35 分 募金総額発表

その後、解散
13 時00分頃 国旗後納

ローバー隊解散
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☆☆☆２３年度指導者の研修状況☆☆☆
ボーイスカウト講習会 小谷哲也 瀧花ゆみ

平成２２年１０月３日 第74回

東京連盟トレーニングチーム要員
平成２５年３月まで 佐藤 隆（ＬＴ） 春日 誠
平成２４年３月まで 田中和男（ＬＴ） 高輪真澄(ALT)

☆☆☆ 表 彰 ☆☆☆
県連有功章 牧野世子

地区表彰 3年 久我まり子

20年 春日 誠

30年 永井敬臣

団スカウト表彰 開發成生
地区スカウト表彰 山藤学人 杉山尚椰 小谷祐介 瀧花慧征 下吉 謙

土田陽介 藤城 亘 23年9月19日伝達

☆☆☆地区県連への役員としての奉仕☆☆☆
氏名 つばさ地区 東京連盟・日本連盟

田中幸男 参与 参与
髙輪真澄 副協議会長
田中和男 地区委員長 理事
佐藤 隆 みんなあつまれ特別委員会副委員長

小室主税 みんなあつまれ特別委員会委員長

加藤隆雄 安全管理副委員長
春日 誠 野営・行事副委員長
渡辺次夫 会計
鈴木憲介 進歩副委員長
伊東秀司 財政専門副委員長
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★★★★ガールスカウトの部★★★★

ガールスカウト東京都第２０９団

平成２３年度は､ 団委員長をはじめ運営委員10名､リーダー８名､スカウト１9

名でスタートしました｡各部門､独自のプログラムをたてましたが､他の部門と一緒

にできることは協力しあい､その中で､充実した内容を目指して活動しています｡

スカウト募集にも力を入れて、楽しいイベントを、企画してきました。その結果、

ブラウニー３名の新しい仲間が入団しました。

《ブラウニー部門》

１．平成２３年度登録人数

指導者２名 スカウト５名

２． 活動日程

実施日 内 容
１０月 1日 赤い羽根共同募金

19日 BS60周年野外料理大会
2４日 子供会交歓会

１１月 6日 大田フェスタ、6地区植樹事業
14日 集会バッジブック
20日 報恩講

１２月12日 集会バッジブック
19日 大掃除,「グッタンパーティー」
26日 ハイキング（スケート）

１月１日 国旗掲揚
16日 お茶会
23日 集会バッジブック

２月 6日 集会バッジブック
13日 お菓子作り
20日 エコフェスタ於）矢口西小学校

３月 6日 集会バッジブック
13日 ひな祭りパーティー
27日 まとめ

４月10日 入団＆フライアップ式
17日 ミーティング
24日 集会バッジブック①こんにちはお友だち

５月 8日 夢フェアー（がんばれ募金） 於）大森ベルポート
22日 降誕会 於）築地本願寺
29日 集会バッジブック①こんにちはお友だち

６月 5日 バザー
19日 集会バッジブック ⑧お金のたび
26日 集会 バッジブック ⑧お金のたび

７月10日 スカウト募集イベント「七夕パーティー」
17日 集会バッジブック ④ワクワクキャンプ
24日 集会バッジブック ④ワクワクキャンプ

８月15日 平和祈念コンサートでの募金活動 於）アプリコ
21～23日 夏季キャンプ 於）姫の沢自然の家

９月 3日 団営火
11日 集会バッジブック ③わたしは元気
18日 集会バッジブック ③わたしは元気
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３．活動概況

４月に2名がジュニアにフライアップし、新しく3名が入団しました。23年度は

1年生2名、3年生3名の計5名で活動をしています。人数が増え、内容も充実し、楽

しく活動を続けています。

夏には、団キャンプにブラウニー部門として、久しぶりに参加しました。2泊3日

のキャンプは全日、雨でしたが、自然にたくさん触れ、仲間たちと楽しく過ごし、

スカウトは、とてもいきいきと活動していました。また、年長スカウトと同じと

ころでのキャンプは、日頃あまり見ることもできない野営活動も見学でき、特に

3年生にとって有意義でした。

《ジュニア部門》

１．平成２３年度登録人数

指導者 ２名 スカウト ２名

２．活動日程
実施日 内容

10月１日 共同募金
10日 集会 ハイキング企画
24日 子ども会交歓会

11月 6日 大田フェスタ
20日 報恩講
28日 ハイキング みかん狩り

12月12日 集会 ハイキング振り返り
19日 お餅つき・大掃除

１月 1日 元旦 国旗掲揚
16日 お茶会
30日 集会 エコフェスタ準備

２月13日 集会 シンキングディのカード作り
20日 エコフェスタ
27日 集会 バッチ

３月13日 ひな祭りパーティー
19日 ディキャンプ
27日 集会 まとめ

４月 3日 プレ集会
10日 入団式・フライアップ式
24日 集会 名刺作り・バザーについて

５月 8日 夢フェア・ガーデンパーティ
22日 降誕会スカウトの集い
29日 集会 バザー準備

６月 4日 バザー前日準備
5日 バザー

19日 テント建て
26日 飯ごう炊さん

７月10日 七夕パーティー
24日 ディキャンプ

８月15日 平和記念コンサート(募金活動)
20日 夏季団キャンプ 荷物点検

21～23日 夏季団キャンプ
30日 夏季団キャンプ 荷物整理

９月 3日 団営火
19日 集会 軍手フォルダー作り
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３､活動概況

今年度のジュニアは四年生２名で活動しています。ブラウニーからジュニアに

上がり、初めての体験ばかりでしたが、基礎からしっかりと学んで活動していま

す。年間の目標を「友達100人作ろう」と「ケナフを育てよう」として頑張ってい

ます。また、野外での初めてのキャンプもとても楽しんでいたように思います。

人数が少なく同じ学年同士の部門なので少し寂しいですが、他の部門に負けな

いほど元気なスカウトたちです。これからも活発に活動し、バッチ取得を目指し

ていきたいです。

《シニア部門》
［1］2011 年度登録人数

指導者 2 名 スカウト 8 名

［2］活動日程

2010 年

10 月 子ども会交歓会 (地区)

11 月 大田フェスタ (地区奉仕)

報恩講 (団)

12 月 大掃除＆もちつき (団)

2011 年

1 月 国旗掲揚 (団)

お茶会 (団)

2 月 エコフェスタ(地区)

3 月 みんな集まれ (団)

4 月 入団式＆フライアップ式 (団)

だべり場ミーティング (地区)

5 月 夢フェア(地区奉仕)

集会 バザー準備

6 月 集会 バザー準備

バザー(団)

野外料理

7 月 七夕祭り (団)

集会 キャンプ準備

8 月 平和祈念コンサート(地区奉仕)

キャンプ説明会

団キャンプ

9 月 団営火 (団)

集会 バッジブック
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[3]活動報告

今年度のシニアは１年生 5 名、２年生 0 名、３年生 3 名、合計 8 名で活動し

ています。ジュニアから５名がフライアップしてきたので、昨年と比べとても

にぎやかになりました。人数が多い分、みんなの予定もなかなか合わせ辛く、

全員で集会をすることができないのが寂しいですが、昨年よりも集会の回数も

増え、様々なプログラムを行うことができています。

今年は地区行事などに積極的に参加し、他団のスカウトとの交流を深めること

ができたので、それがスカウト達にとって良い刺激になったようです。

また、団キャンプでは、３日間大雨という悪天候にも関わらずみんな楽しそう

に活動していました。集会でテントを立てる練習をしたその成果も発揮し、よ

く頑張っている姿が見られました。

《レンジャー部門》
[1]2010年度登録人数

指導者2名 スカウト4名

[2]活動日程
2010年10月 赤い羽根の共同募金（団）

子ども会交歓会（地区）
11月 大田フェスタ（地区奉仕）

報恩講（団）
仏教章勉強会

12月 仏教章取得研修
大掃除＆もちつき（団）

2011年1月 集会
国旗掲揚（団）
お茶会（団）

2月 集会
シンキングディ

3月 集会 バッジへ
4月 入団式（団）

だべり場（地区）
5月 集会 バザーに向けて

降誕会（教区）
6月 バザー（団）
7月 キャンポリー
8月 集会 野外料理

キャンプ（団）
リーダーシップバッヂ取得研修会（地区）

9月 団営火（団）
[3]活動報告

2011年度はスカウト４人・リーダー２人で活動しています。部活動・勉強等でそ

れぞれが忙しい中、時間を見つけ活動していきました。仏教章取得・奉仕活動等個

々での参加が目立ちましたが、団行事などでは小さなスカウトに対しよいお姉さん

ぶりも発揮しています。
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ボーイスカウト大田第４団
平成２４年度活動予定

平成23年９月１日から平成24年８月３１日に至る期間

平成２４年度は大田４団にとって新しい出発の年です。地域の皆様と共に子ど

もたちのために何が一番必要か、どうしたら楽しい活動になるかを考えながら進

めていきたいと思います。特に組織の拡大を企画し、いつでも簡単に入れるボー

イスカウトを目指していきたいと思います。またスカウトの進級にも力を入れて

いきます。

ホームページ http://homepage3.nifty.com/zen-ei/

重 点 目 標

１．スカウト数を５０名にしよう。

誰でも入ってきやすいスカウティングを。平等平均だけでなく

社会の多様化に対応しよう。

２．指導者のレベルアップと新たな指導者の獲得

活気のある指導者チームを。

３．子ども中心の活動であること再確認

私たちはどうしても自分たちの都合でものを考えがちです。

ですからもう一度この原則を確認しよう。

４．団財政の確立

確固たる財政基盤確立の上で楽しいスカウティングを。

５．団の広報に力を入れよう

ホームページを充実し、外に対しても開かれた団にしよう。

◎ガールスカウトは来年３月までが２３年度ですので，ここでは掲載しません。
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善永スカウト育成会規約
第一条 本会は善永スカウト育成会と称し、事務所を大田区萩中一丁目十一番二十四

号善永寺内におく。
第二条 本会はスカウト運動に理解と認識があり、社会教育に熱意を持つ成人を以って

組織する。
第三条 本会は日本ボーイスカウト大田第四団・ガールスカウト東京都第二〇九団の母

体となり、あらゆる助成を行うことを目的とする。
第四条 本会は次の事業を行う。

一、日本ボーイスカウト大田第四団・ガールスカウト東京都第二〇九団（以下両団とい
う）の助成。

二、団委員会の委員の選任。
三、その他必要と思われる事業。

第五条 本会の会員を分けて普通会員と特別会員、賛助会員の三種とする。
第六条 普通会員とは両団に在籍するスカウトの父母または保護者をいう。

特別会員とは両団の指導者及びかって両団にスカウトまたは指導者として在籍し
た者、及びこれらの父母または保護者をいう。
賛助会員とは両団を援助し会費を負担する者をいう。

第七条 本会に次の役員をおく。
一、会 長 一名
二、副会長 若干名
三、理 事 若干名
四、会 計 若干名
五、会計監査 若干名
六、顧問を置くことができる

第八条 会員は総会において互選により理事を選出する。
理事は常任理事会及び理事会において会務を処理する。理事は理事会において
会長・副会長・会計及び会計監査を選出する。
会長は会を代表し会務全般を統括する。
副会長は会長を補佐するとともに会長を代理する。
会計は会計業務を担任しこれを処理する。
会計監査は会計業務とこれに関わる全般事項を監査する。
常任理事会は会長・副会長・会計及び会計監査を以て構成し、臨時あるいは随
時に発生する会務を処理する。
理事会は理事全員を以て構成し、日常定例的に行う会務全般を処理するとともに
会員の意向全般を吸収反映し、運営を行うものとする。
顧問は理事会において推挙する。
役員の任期は一年とする。ただし重任を妨げない。

第九条 普通会員は毎月一〇〇〇円の会費を納入するものとする。
第十条 特別会員は年額一〇〇〇円以上、または月額一〇〇〇円の会費を納入する

ことができる。
第十一条 賛助会員は年額一〇〇〇円以上の会費を納入するものとする。
第十二条 本会の会計年度は九月一日に始まり、翌年八月三十一日に終わる。
第十三条 毎年一回総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。本規約は総会において

出席会員の過半数の承認を得なければ改正することはできない。
平成１１年１０月改正
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善永スカウト育成会役員名簿 平成２４年度
会 長 吉野鷹夫
副会長 渡邉次夫 牧野世子 伊東秀司 竹本弘美
会 計 藤原邦昭 鈴木玉子
監 査 牧野良治 鴨田芳江
理 事 鹿生幸之 加藤隆雄 川原武志 平林 茂

中村 聡 木村正博 橘高紀美江 鈴木恵美
星野みさ子 久我まり子 木下早苗 瀬下千恵子
柳下百代 加藤京子 松本幸子 小室恵美子
河部一重 川村秋江 小谷浩美 瀧花靖志

ボーイスカウト大田４団指導者名簿 平成２４年度
団委員長 髙輪真澄
副団委員長 平林 茂 吉野鷹夫 牧野良治 田中幸男 川原武志 田中和男
団 委 員 鹿生幸之 藤原邦昭 伊東秀司 田中義男 牧野世子 鴨田芳江

中島 功 永井敬臣 鈴木玉子 萩原信行 渡辺次夫 竹本弘美
星野富久一 富永純一

ビーバースカウト隊隊長 小室主税
ビーバースカウト隊副長 瀧花靖志 橘高健
カブスカウト隊隊長 沼田明史
カブスカウト隊副長 山藤俊也 星野富一
カブスカウト隊ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 加藤範雄 久我まり子 木下早苗
カブスカウト隊デンリーダー 関口祐季 開発 裕
ボーイスカウト隊隊長 鈴木憲介
ボーイスカウト隊副長 杉山惠一 竹本雅也 野村誠二

関 克己 牧野裕史 村石龍徳
ベンチャースカウト隊隊長 春日 誠
ベンチャースカウト隊副長 田中 望 加藤隆雄
ローバースカウト隊隊長 佐藤 隆
ローバースカウト隊副長 熊木幸男 土屋義和 中島 雄 伊東壮太

伊東和啓 伊東伸晃

ガールスカウト東京都第２０９団指導者名簿 平成23年度
団委員長 髙輪義子
書 記 多胡保子
会 計 河部一重
ブラウニーリーダー 髙輪智子 星野かずみ
ジュニア リーダー 濱田美帆 高輪明子
シニア リーダー 大森由貴 小室春佳
レンジャーリーダー 濱田真弓 髙輪慶子
スキャップ 久原嗣美 河部由希絵 小室恵美子
ブラウニー運営員 小浜扶美
ジュニア 運営員 小谷浩美
シニア 運営員 森なお美
レンジャー運営員 青木希子
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本部 〒１４４－００４７

東京都大田区萩中１－１１－２４善永寺内

電話 ０３－３７３９－５６４１

ＦＡＸ ０３－３７３９－５６４０

ＨＰ http://homepage3.nifty.com/zen-ei/

Mail scouting@zeneiji.jp 髙輪真澄


