
平成２５年度総会資料

日時 平成２４年１０月２１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２５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ましてありがとうございます。

先ずここに平成24年度の団及び育成会の活動の全てが大過なく終了しましたこ

とをご報告いたしますと共に、皆様のご協力に心より感謝申し上げます。皆様が、

それぞれの役割をしっかりとこなして頂き、特に各隊指導者の皆様には、制約の

多い中で充実した活動をするべく創意工夫し、努力していただきましたことに敬

意を表するものであります。また、育成会の一番大きな行事であります『第３９

回スカウトまつりバザー』には、物心両面にわたりご協力を頂きありがとうござ

いました。得られました貴重なる益金はスカウト活動が円滑に運営できますよう

助成させて頂きます。

さて今年の夏も記録的な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。思うようにならない野外活動で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。

皆様ご承知の通り少子高齢化が進む中で、スカウト人口が減少しておりますが

当団におきましても、ここ数年来スカウトの減少、会員の減少により活動はもと

より、財政面におきましても非常に厳しいものがあり、スカウト、会員の増強が

団全体の急務の課題であります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。善

永スカウト育成会という大家族の一員として共存と共感の気持ちを忘れずに、大

事な子どもたち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灯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ご祈念申し上げまして挨拶と致します。

弥栄

平成24年10月21日
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《《善永スカウト育成会 平成２４年度活動の概要》》

今年度も育成会の活動が会員の皆様のご支援ご協力により無事終了することが

できました。ありがとうございました。

１．善永スカウト育成会行事

(1）平成23年10月16日 善永スカウト育成会総会

(2） 11月26日 スカウト報恩講

(3） 12月18日 グッターン・パーティー（もちつき）

(4）平成24年 1月 1日 新年国旗掲揚式、善永寺初詣

(5） 2月 4日 善永スカウト育成会新年会

(6） 6月17日 育成会バザー

２．会員数 平成24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 41名 ▲1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。 63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 1名 ▲2名

下さる方々

合計 105名 0

隊費納入者(ＢＳ) 36名 ▲2名

団費納入者(ＧＳ) 17名 ▲2名

３.育成会はボーイスカウト・ガールスカウト両団の活動を支える資金の確保と人

的面での協力で活動しています。

今年度も上記会員の会費収入の他、6月に実施するスカウトバザーに於いては会

員はもちろん、光輪幼稚園様、保護者の会様、皆様の物心両面のわたるご協力に

より大きな収益を得ることができました。また善永寺様、（財）伊東奨学会様か

ら例年通り本年も多額のご寄付を頂きました。誠にありがたく心より御礼申しあ

げます。

４.育成会理事の皆様方には育成会費の集金、上記行事への参加、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。

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２４年度活動報告-平成23年9月1日から24年8月31日に至る期間

活動の概要

本年度は23年3月11日に発生した東日本大震災の影響を大きく受けな

がら始まりました。原発の爆発による放射線量の増大は子どもたちの

野外活動を大きく制限し、また日本の経済環境を揺るがしていました。それは家

庭の財政状況も直撃するということになりました。

24年度当初スカウト数の増大を目標として掲げていましたが、その目標は今年

も引き続き掲げなければならなくなりました。また指導者も鈴木ボーイ隊隊長が

4月に仕事の都合で交代し、またカブ隊長も年度当初交代し、大田4団は仕切り直

しの年となりました。

各隊の活動は各隊の報告をご覧ください。各隊とも放射線量の低下と共に秋以

降活発な活動が繰り広げられました。特にボーイやベンチャーはキャンプも復活

し、ベンチャーは7月に富士登山にも挑戦しました。ビーバーやカブも新しいメン

バーを迎え楽しい活動を展開いたしました。

また本年度はボーイスカウト日本連盟も新しい出発の年でした。公益財団法人

となり事務所を三鷹から水道橋へ移転。また登録料に保険料も含めたものに変わ

りました。

こんな変化のあった年でしたが、私たちは楽しいスカウティングを展開しまし

た。また4団ホームページもリニューアルし、活動記録や案内などフル活用してい

ます。

25年度はこの変化に対応しつつ、仲間を増やし楽しいスカウティングが進めら

れるようにしていきたいと考えています。

ホームページ http://www.zeneiji.jp/scout.html
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☆☆各隊の報告☆☆

《ビーバースカウト隊》

平成24年度は当初年間テーマ「エルマーの冒険」で活動する予定でしたが、ビッグビー

バー対象年齢のスカウト欠員のため、年間テーマから季節テーマの短期間テーマの連続の

展開で集会を進めました。

今年は1300年記念なのです。何がって？時に舎人がいた。姓は稗田、名は阿礼、年は

二十八。人となりは聰明で、一見しただけで、すぐ口ずさめ、一度聞いただけで、心に刻み

付けて忘れない。おかげで日本の民族のルーツとしての古事記が編纂されたわけです。日

本人の面影が記されて13世紀が経ちました。松岡正剛にいわせれば、縄文文化を含めた

日本人の面影を今に伝えているわけですね。今年はその中でスサノオと櫛名田姫の八岐

大蛇のビデオ「わんぱく王子の大蛇退治」を見ました。日本人のアイデンティ

ティを考えるときに古事記は避けて通れないものと思います。ビーバースカウ

トにはいつか思い出してほしいものです。

K隊長 瀧花副長！この一年指導者としていかがでしたか？

T副長 活動の準備を通じて、いろいろ勉強になりました。

K隊長 ビーバー年齢の子どもは、古事記の世界のような気持ちで接しています。決し

て論理的でない。感性の領域と思っています。時間軸もよく理解できないし、彼

らの視野はせいぜい２５ｍまでです。年齢9，10歳を一つの壁とか節目といいま

すが、論理的思考へダイナミックに変わるころです。その前に、いずれ味わう非

合理性や不条理なお話をたくさん聞かせた方がいいと思います。

T副長 活動に関しては、子供のペースで進行することの難しさを感じました。せっかち

な性分なので、慣れるのにまだまだ時間がかかりそうです。

K隊長 予定通り進めるのは、大人の理論。スカウトの興味を素早くキャッチして、自分

で決めたことをしているように思わせることもいいような気がします（ほとんど誘導

してますが）。 ビーバー年代は家庭以外の人の存在を初めて認識して、その

後ろに大きな社会があることを感じさせることが大きなポイントでしょう。毎回変わ

らないセレモニーも愚直にすることによって、社会のきまりみたいなものをうすう

す感じているようです。

N母さん 隊長、副長の下準備がいつもきちんとされていてスムーズに活動を始められる

こと感謝しています。シャボン玉や水鉄砲、凧作りなど身近なものを使って十分

楽しめるということを理解した様子がみられ、ちょっとしたものも何かに使えるか

もと、親子で考えるようになりました。

K隊長 ビーバー隊のきまりの二番目は「ものを大切にします」ですね。「もったいない」

の勿体というやつです。ちょっと気になるのは最近生活がコンビニエントになり

すぎているということです。昔はもっと不便だったし、それなりに工夫をする必要

があったが、その不便さがほかの誰かのお仕事になってしまった。一人一人の

お仕事が細分化されて専門的になるのはいいが、生きることの全体像が見えな

くなりつつあるような気がしますね。

K隊長 みんなは今年楽しかった？
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大河君 水鉄砲でポケモンの指人形を取るのが楽しかったよ。

大地君 ﾀｲﾁｮ！ 大地は高校生の長靴をはいた猫の劇がとても楽しかった～。

淳二君 隊旗と椅子を準備出来るぞー。やくそくときまりをいえるようになったぞー。木葉

章と小枝章も沢山とったぞー。もっとほしい。

K隊長 10月から二人はビッグビーバーだ。こんなに早くビッグになるのは初めてだ。

年度始め体験入隊の瀧花淳二君ひとりで活動開始しました。2011年年末に仲戸川大河

君が入隊しスカウト二名体制できめ細かい活動が出来ました。今年度より指導者として瀧花

靖志副長が加わりプログラムを中心に活動して頂き新しい教育体制を構築しております。次

年度には研修所入所を予定されております。

木葉章の記録では、

平成２４年度ビーバースカウト隊活動報告 スカウトの成長

月 日 曜 集会行事 活動 木葉章 スカウト

No. 日 単位 瀧花淳二 仲戸川大河

１ 9 19 日 上進式 団 赤 ８ ４

2 10 16 日 総会 団

3 23 日 子ども会交歓会 地区 青 ９ ６

4 11 13 日 大田フェスタ 地区

5 26 土 報恩講 団 黄 ４ ０

6 12 4 日 地区お茶会 地区

7 11 日 隊集会 隊 緑 ７ ７

8 18 日 グッターンパティー 団

9 1 1 日 元旦集会 団 オレンジ ５ ４

10 7 土 隊集会 焼き芋焼けたかな 隊

11 21 土 隊集会 独楽 隊 金 １ １

12 2 5 日 隊集会 凧 隊

13 19 日 B-P.祭 団

14 3 10 土 隊集会 わんぱく王子の大蛇退治 隊

15 20 火 隊集会凧揚げ 隊

16 4 22 月 ガーデンパーティ 地域

17 5 13 日 降誕会 団

18 20 日 隊集会 隊

19 6 10 日 合同隊集会 林試公園 地区

20 17 日 隊集会（団バザー） 団

21 7 8 日 隊集会（バケツリレー） 隊

22 22 日 隊集会（水鉄砲を探そう） 隊

23 8 5 日 隊集会（わくわくスクール） 地域

24 9 1 土 団営火 団

25 23 日 隊集会 観劇（ガラスびんの長靴をはいた猫） 隊

26 30 日 上進式 団
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《カブスカウト隊》

平成 24年度は期初、くまスカウト3名、しかスカウト1名の合計4名で、リーダ

ーは、隊長(富永→沼田へ交代)、副長2名、インストラクター3名、デンリーダー

2名の計7名 カブ隊合計は11名でのスタートでした。ボーイ隊への上進5名に対し

て、ビーバー隊からの上進が0名となってしまい、1組編成でのスタートでした。

今年度より保護者の方々の希望を踏まえて、１つのテーマを2カ月かけて行うよう

にしました。期中、入隊者が1名あり、スカウト5名、リーダー7名で年度末を迎え、

くまスカウト3名がボーイ隊に上進しました。

◎活動状況

月 活動内容 組集会 特別隊集会等 団行事・地区行事等

隊集会

H.23/10 ﾃﾞﾝ作り、基本動作、集散法、日 共同募金（JR蒲田駅）、 （子ど

本の国旗、奉仕（募金活動） ４ 回 も会交歓会)

11 スカウト報恩講

12 工作（迷路作成） 4 回 グッターンパーティー

H.24/1 新春国旗掲揚式

2 安全・事故の予防・事故へ そなエリア BP祭

の対応、清潔・健康・救急 ４ 回 (防災体験施設)

3 横須賀米軍基地(桜祭り)

4 野外料理、 世界の国々 ４ 回 ガーデンパーティー

5 上進章集会（1回） 降誕会(築地)

6 スポーツ・チャレンジランキング 3 回 上進章集会（1回） バザー

7 上進章集会（1回）

夏期キャンプ（神奈川県 相模原市、 7/28～31、 3泊4日、

テーマ： ミッション インポッシブル ～Jからの挑戦状）

8 中萩中小学校営火

9 1年の締めくくり ３ 回 上進章集会(1回) 団営火

上進式

新年度はくまスカウト1名、しかスカウト2名(1名入隊)、計3名で、リーダーは

木下さん・久我さん・加藤さんが勇退され、新たに瀧花さん・開発さんを副長に

迎え、隊長、副長4名、デンリーダ―3名(但し、デンリーダーについては交代制に

て活動)の合計11名で活動を開始します。スカウト増を願い、新たな挑戦もしてい

きたいと思いますので、皆様のご協力もぜひお願いいたします。
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《ボーイスカウト隊》

1、隊編成

(1)指導者 6名（実働 3名） RS隊より奉仕1名

(2)スカウト2個班（レパード班、フェニックス班） 12名

2、活動状況

(1) 24 年度活動概要

テ ー マ 活 動 内 容 団/ 地区行事

10月救護 ターゲットバッジ「救護」の取得

11月ロープ/パイオニアリング ターゲットバッジ「ロープ」の取得 報 恩 講

12月燃料、たき火 ターゲットバッジ「燃料」の取得 グッタンパーティー

1月キャンピング 船橋県民の森での2泊3日のキャンプ 元日国旗掲揚

2月ナイトハイキング 品川-新宿間の山の手線

沿線夜間ハイキング

3月防 災 ターゲットバッジ「防災」の取得

4月自転車ハイキング ターゲットバッジ「燃料」の取得 ガーデンパーティ参加

団本部-横浜間の自転車ハイキング

5月野草観察 ターゲットバッジ「観察」の取得 降 誕 会

土手での野草観察/ 採取

6月野外料理 ターゲットバッジ「野外料理」の取得 バザー

カブ隊くまスカウトとの合同隊集会

7月キャンプマネジメント夏キャ 夏キャンプに向けた立ちカマドの作製

8月 ンプ 山梨県市川三郷町四尾連湖での 中萩中小学校

4泊5日のキャンプ キャンプファイヤー奉仕

9月フィッシング ターゲットバッジ「フィッシング」の取得 団営火

多摩川での釣り大会（＊悪天候のため延期）

(2)2 4年度夏キャンプ

①実施日 2012年8月11日～15日 4泊5日

②キャンプ場 山梨県西八代群市川三郷町 四尾連湖

③参加者

リーダー隊指導者2名（竹本、杉山）

田中副団委員長

小谷 哲也（インストラクター、父兄参加者）

木下RS（全日程） 星野RS（8/12参加）

スカウトレパード班 6名 フェニックス班3名
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④プログラム
AM PM

8/11 移動 キャンプサイト設営
キャンプ出発
8/12 サイト周辺散策 竹工作
サ イ ト 改 善
8/13 ひるヶ岳下山 市川三郷町内
ハ イ キ ン グ ハイキング ハイキング
8/14 イカダ作製 湖横断挑戦
ウォータープログラム 営火
8/15 徹営・撤収
キャンプ帰着

3、平成2 5 年度活動予定

テーマ テーマ

10月 班旗・班別章の作製 4月 国際交流

11月 火起こし 5月 スポーツ

12月 信 号/計 測 6月 1 泊2 日キャンプ

1月 2 泊3 日キャンプ 7月 救 護

2月 ナイトハイキング 8月 夏キャンプ/ジャンボリー

3月 情報処理 9月 近 隣 奉 仕

4、活動総括と新年度に向けて

(1)平成 24 年度

平成 24 年度は、カブ隊より 4 名のスカウトが新たに上進しました。1 個

班 6 名の活動となり、進級スカウトも積極的に活動に参加し班活動が充実し

た一年となりました。

指導者においては、2012 年 4 月より、鈴木隊長⇒竹本副長(平成 25 年度

10 月より正式任命）への隊長のバトンタッチが行われました。慣れない、

隊長職でありましたが、8 月の夏キャンプも無事終えることが出来ました。

(2)平成 25 年度

平成 25 年度は、カブ隊から 3 名の上進者を迎え入れました。スカウト数

は 13 名となり、昨年よりも+１となります。小学生のスカウトが多いので、

彼らの進級を促進することで中学生スカウトも含めた全体のスカウト技能の

レベルアップを図りたいと考えています。また、隊指導者におきましたは新

たに小谷氏を副長に迎えいれ、リーダー陣の強化を図りました。スカウト、

リーダーともにレベルアップを目指す一年にしていきます。

《ベンチャースカウト隊》

1．２４年度

24年度は高二１名、中三2名の計3名でスタートした。たまたま中三の2名は受験

がなく、早々に3名の活動ができた。前半はスカウト3名、リーダー1名でキャンプ

1回、後半は受験生の1名をのぞき、スカウト2名、リーダー1名でハイキング2回、

キャンプ2回を実施した。また合同営火では、ベンチャー2名、ガール2名のスカウ
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トで計画から実施まででき、ローバーの助けもあって無事に終えることができた。

今年度は、活発な活動とまではいかなかったが、部活をやっている2人がスカウ

ティングとも両立し、よく頑張っていたと思う。次年度にも期待が持てる。

2．活動報告

No 活動日 内 容
1 9/19 上進式 太子ホール
2 10/30 顔合わせ お好み焼き「海平」
3 11/12-13 大田フェスタ奉仕 平和島Cサイト
4 11/26 報恩講 善永寺本堂
5 11/27 研究集会 代々木
6 12/4 地区チャリティお茶会奉仕 池上梅園
7 12/18 グッド・ターン・パーティ 光輪幼稚園
8 12/23-25 歓迎キャンプ 神奈川県芦ノ湖
9 2/19 B-P 祭 太子ホール、幼稚園

10 2/19 議長交代 お好み焼き「海平」
11 3/18 地区VS集会 光輪幼稚園
12 3/25 ハイキング 青梅、高水三山
13 4/22 ガーデンパーティー 萩中公演
14 4/28-29 夏季キャンプ下見 山梨県四尾連湖
15 5/3-5 カヌー章挑戦キャンプ 栃木県那珂川
16 6/16 団バザー準備 光輪幼稚園
17 6/17 団バザー降誕会 光輪幼稚園
18 6/30-7/1 夏季キャンプ キャンプサイト開拓 山梨県四尾連湖
19 7/15-16 富士登山 山梨県富士山
20 8/11-15 夏季キャンプ 山梨県四尾連湖
21 8/22 合同営火打ち合わせ たこ焼き「さくら」
22 8/26 合同営火打ち合わせ 羽田「ガスト」
23 9/1 団営火 光輪幼稚園

VS定例会 月1～2回

☆新人歓迎キャンプ（芦ノ湖）
ベンチャーに上進して初めてのキャンプが箱根で行われた。三日間この冬一番

の寒さと言われる時期に当たってしまったため、とにかく寒かった。今まで冬の
キャンプは結構行っているが一番寒かったと思う。朝になるとテントの内側や鍋
に残っていた水が凍っていた。極めつけは、飲もうと思っていたコップに入れた
お茶が、知らぬ間に凍っていたことだ。こんな短時間に凍ってしまうとは思って
いなかったのでとても驚いた。寒い日が続いたがボーイ隊の時とは違い風呂に入
れたので、少しはましどころか、かなり良かった。温泉と普通の湯に入ったが普
通の湯は身体がすぐ冷え、温泉はやはり凄いことを体感した。

このキャンプで一番印象に残ったことは、良い食事が毎日できたことだ。一日
目はカツカレーを作り、カツも手作りした。盛りつけたらまるでレストランに出
てくるような見事なカツカレーが完成した。

二日目はクリスマスイブだったので唐揚げを作った。唐揚げも作ったことがな
かったので少し心配だったが、これもとてもうまくいったので、たくさん食べた。
ご飯もおいしく炊けたことでとてもおいしい食事につながったと思っている。

このキャンプを通して、今までやったことのないことにチャレンジすることが
大切だと感じた。これからキャンプに行くことや、その他のことにチャレンジす
る機会はたくさんあると思うので楽しみにしている。（藤城）
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☆キツかった富士登山（富士山）
日本一の山を登るって聞いたときは、本当にもう「登れるかよ」と、半信半疑

だった。だが登ると決まったわけだから精一杯頑張ろうと、登山好きの叔父から
のアドバイスのもと、様々な登山グッズを吟味したのも、今となってはとても楽
しかった思い出と言えるだろう。

特に印象に残っているのは山小屋で寝たことだ。優しい味だったカレーや狭き
ながらも寝心地が良かったあの空間を体験できたのもおもしろかった。九合目で
一時間の休憩とったときは、富士の山の恐ろしさを知った。とにかく寒かった。
ご来光予想時刻を見計らって山小屋を早く出たのも原因だとは思ったが、あの寒
さには自分の防寒対策に対する心持ちがまだ足りなかったことを痛感した。でも
頂上で隊長に頂いたあの豚汁は格別美味しかった。キツかったが、大変奥深かっ
た山だった。藤城に感謝。（土田）

３．25年度
25年度は高一2名、中三3名（予定）の計5名でスタートする予定です。前年度は

スカウトの「やりたいこと」「やってみたいこと」が少なく、隊長がそれを引き
出すことができなかったために活発な活動とは言えなかったが、一年間経験を積
んでかなり「やりたいこと」「やってみたいこと」が出てきたようです。
年間プログラムをみても、今年度は活発な活動が出来そうなので、楽しみにして
います。

《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２４年度活動報告

平成２３年 １１月 ９日 １１月定例会
１１月１６日 １１月臨時定例会
１１月２３日 子ども会交歓会奉仕

１１月臨時定例会
１２月１８日 グッドターンパーティ
１２月２８日 １２月定例会

平成２４年 １月 １日 新年国旗掲揚
１月２２日 １月定例会
２月１９日 ２月定例会
２月２６日 ２月臨時定例会
３月 隊キャンプ準備
４月２１日 ４月定例会
４月２２日 ガーデンパーティ奉仕
４月２７日 ４月臨時定例会
５月 ３～５日 つばさ地区カヤックキャンプ
６月１７日 バザー
８月 ５日 夏休みわくわくスクール奉仕
８月 ７日 ８月定例会
８月１１～１５日 ＢＳ隊夏期キャンプ奉仕
８月１８日 中萩中小学校キャンプファイヤ奉仕
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☆☆☆２３年度指導者の研修状況☆☆☆
第115回ボーイスカウト講習会 西谷絢範(光輪幼稚園教諭)

平成２４年４月１５日

第173回スカウトキャンプ研修会 3/10～11 星野富一
ＷＢ研修所ＣＳ第129期 5/3～6 星野富一

東京連盟トレーニングチーム要員
平成２５年３月まで 春日 誠
平成２６年３月まで 高輪真澄(ALT)

☆☆☆ 表 彰 ☆☆☆
県連有功章 鈴木憲介
地区表彰 10年 山藤俊也

20年 杉山恵一
地区スカウト表彰 開發成生 島田純人 髙輪真悟

24年9月30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(大田区協議会協議会長)
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
星野富一 広報副委員長
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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24年度は､ 団委員長をはじめ運営委員13名､リーダー7名､スカウト15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きました｡

スカウトの減少は深刻ですが、新しい指導者が毎年のように誕生していること

は、活動を活発に楽しくしている要因だと思います。

《ブラウニー部門》

１．平成24年度登録人数

指導者２名 スカウト４名

２． 活動日程

実施日 内 容
１０月 1日 赤い羽根共同募金

16日 GS88団バザー参加
23日 大田区子供会交歓会参加 （ブロック）
30日 3 SUN ブラウニー参加 （東連）

１１月 6日 集会バッジブック
13日 大田ふれあいフェスタ（ブロック）
26日 報恩講

１２月 4日 集会 石巻へカード作り
19日 大掃除,「グッタンパーティー」
23日 集会 キャンドル作り（R.リーダーバッジ集会1回目）

１月１日 国旗掲揚
15日 集会バッジブック（R.リーダーバッジ集会2回目）
22日 お茶会

２月 5日 集会バッジブック
12日 お菓子パーティー （スカウト募集イベント）
19日 エコフェスタ於）小池小学校 （ブロック）

３月 4日 ふれあい広場（ブロック）
13日 東日本大震災募金（ブロック）

集まれ東京のガールスカウト（東連）
集会まとめ

４月 8日 入門コース
15日 入団＆フライアップ式
22日 ガーデンパーティー

５月13日 降誕会 於）築地本願寺
20日 パトロール分け、ワッペン作り
27日 集会バッジブック

６月10日 集会バッジブック
17日 バザー
22日 集会 バッジブック

７月 1日 集会キャンプに向けて イギリスについて調べる
8日 七夕まつり （スカウト募集イベント）
22日 入団式、集会キャンプに向けて

８月16日 キャンプ前日準備
17～19日 夏季キャンプ 於）相模湖 桐花園

９月 1日 団営火
9日 集会バッジブック
16日 SUNまつり参加（ブロック）
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３．活動概況

4月には、3名がジュニアにフライアップし、1名が入団し、ブラウニースカウト

3名のスタートとなった。6月に新たに１人入団し、現在は4名で活動している。全

員が2年生と言うことで、みんな仲良く、何をするにも意欲的ではあるが、年齢の

違うパトロール活動ができていないことは問題である。仲間を増やすことや、他

団との交流も積極的に進めている。

《ジュニア部門》

１．平成２４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 共同募金
16日 集会 野外料理
24日 子ども会交歓会

11月13日 大田ふれあいフェスタ
20日 大森老人ホーム ケナフ染め
26日 報恩講

12月４日 集会 石巻へカード作り
18日 お餅つき・大掃除

１月 1日 元旦 国旗掲揚
15日 集会 ケナフについて
21日 お茶会

２月12日 集会 お菓子パーティ
19日 エコフェスタ

３月４日 ふれいあい広場
11日 東日本大震災募金
25日 集会 まとめ

４月７日 プレ集会
15日 入団式・フライアップ式 100周年記念
22日 ガーデンパーティ

５月13日 降誕会
20日 集会 バザーの準備
27日 障害者スポーツ大会

６月10日 バザー前日準備
17日 バザー
30日 テント建て

７月８日 七夕パーティー 入団式
22日 入団式 野外料理 キャンプ説明会

８月16日 夏季団キャンプ 荷物点検
17～19日 夏季団キャンプ

９月１日 団営火
16日 SUNまつり
23日 中杉演劇観賞会

３､活動概況

今年度のジュニアはブラウニーから３名がフライアップし、４年生３名、５年

生２名で活動しています。昨年より人数が増えたので１つのパトロールとして

「仲間と協力する」ことを目標にし、活動に取り組んでいます。奉仕活動にも積

極的に参加し、集会では自分たちの意見を出し合い充実したものになっていると

思います。また、他の部門に負けないほど元気なスカウトたちで、他の部門のス
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カウトともとても仲良しです。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] 2012 年度登録人数

指導者 2 名 スカウト 5 名

[2] 活動日程

2011 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）

12 月 集会 バッジ

大掃除＆もちつき（団）

2012 年

1 月 国旗掲揚（団）

お茶会（団）

集会 団 T シャツについて

2 月 エコフェスタ

集会 バッジ

3 月 ふれあい広場（地区）

東日本大震災募金（地区）

あつまれ東京のガールスカウト

集会 バッジ

4 月 入団式＆フライアップ式（団）

集会 入団式に向けて

5 月 降誕会（教区）

集会 バザー、T シャツについて

6 月 集会 バザー、T シャツについて

バザー（団）

7 月 集会 T シャツについて

七夕パーティ（団）

8 月 野外活動

集会 バッジ

9 月 集会 バッジ

[3]活動報告

今年度のシニアは中学 2 年生 5 名で活動しています。2 年生になり、昨年に

比べ自分たちだけで話し合いを上手に進められるようになりました。部活動、

習い事等で集まることがなかなか難しいですが、それぞれが時間を有効に使っ
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て着実にプログラムを進めています。残念ながら日程が調整できず、団キャン

プには参加できませんでした。春からは団 T シャツを作るために活動しました。

完成したのでお披露目できたらと思っています。

《レンジャー部門》

平成24年度前期レンジャー部門活動報告

今年度のレンジャー部門はスカウト2名・リーダー1名で活動しています。

部門での活動は少なくなりましたが、東京都連盟やブロックでの活動に参加

する機会を増やし、各スカウトが団を超えた横のつながりを持ち、より意欲

的に活動しています。

※団＝団行事、部＝部門集会、都＝東京都連盟行事、D＝ブロック行事、教＝教区行事

04月 13日 部）集会①

15日 団）フライアップ式・入団式

Ｄ）だべり場ミーティング①

22日 団）ガーデンパーティー

23日 部）集会②

05月 13日 団）降誕会

27日 Ｄ）障がい者スポーツ大会＝奉仕＝

31日 部）集会③

06月 17日 団）バザー

18日 部）集会④

07月 08日 団）たなばたパーティー

15日 都）東京都連盟ギャザリング（～16日）

19日 部）キャンプミーティング

29日 教）福島キャンプ＝奉仕＝（～31日）

08月 17日 団）夏季キャンプ（～19日）

22日 部）団営火ミーティング①

26日 部）団営火ミーティング②

09月 01日 団）団営火

09日 Ｄ）だべり場ミーティング②

16日 Ｄ）目黒さん祭り＝奉仕＝
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善永スカウト育成会
平成２４年度決算報告

１．善永スカウト育成会 17

２．ボーイスカウト東京大田４団 18

３．ガールスカウト東京都２０９団 19

４．連結収支報告 20

５．ボーイスカウト大田４団支出隊別内訳表 21

６．ガールスカウト東京都第２０９団

支出部門別内訳表 22

７．(1)育成会特別積立金報告 23

(2)雑収入内訳

(3)育成会費収入状況

監査報告
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ボーイスカウト大田第４団
平成２５年度活動予定

平成24年９月１日から平成25年８月３１日に至る期間

平成２５年度は仲間を増やすことを最重点目標としながら下記の重点目標を掲

げスカウト運動を進めていきたいと思います。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。

ホームページ http://www.zeneiji.jp/scout.html

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。

各隊のページも充実を

◎ガールスカウトは来年３月までが２４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２５年度
会 長 吉野鷹夫
副会長 渡邉次夫 伊東秀司 松本幸子 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 小室恵美子 牧野世子 土田亜紀子
河部一重 川村秋江 小谷浩美 瀧花靖志
濱田信子 加藤範雄

ボーイスカウト大田４団指導者名簿 平成２５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 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 開発 裕 瀧花ゆみ
カブスカウト隊デンリーダー 関口祐季 伊東まゆ 杉山由満
ボーイスカウト隊隊長 竹本雅也
ボーイスカウト隊副長 杉山惠一 小谷哲也 鈴木憲介

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24年度
団委員長 髙輪義子
書 記 多胡保子 小室恵美子
会 計 河部一重
ブラウニーリーダー 髙輪智子 髙輪萌子
ジュニア リーダー 髙輪明子 星野かずみ
シニア リーダー 大森由貴 小室春佳
レンジャーリーダー 濱田美帆
スキャップ 久原嗣美 河部由希絵

濱田真弓 髙輪慶子 藤城ひかる
ブラウニー運営員 瀧花ゆみ
ジュニア 運営員 髙坂ひろみ
シニア 運営員 牧野由香利
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://www.zeneiji.jp/scout.html

Mail scouting@zeneiji.jp 髙輪真澄


