
地区協議会 開催

6 月 25 日（木）、西荻地域区民センター・勤労福祉会館において、各団の団委員長、隊長が出席して

地区協議会が開催され、冒頭に以下の表彰があり、引き続き世界ジャンボリ

ー、ホームステイ受入れの準備状況、ボーイスカウト講習会等の地区行事予

定、組織体制などが議題になりました。

富士スカウト章記念品、隼スカウト章の伝達

5 月の東京連盟理事会で富士スカウト章が伝達された杉並 11団の西村福

太、北原慎一郎、三好 愛さんの 3名に記念バックルが贈呈されました。

また、杉並 5団稲川拓海さんに隼スカウト章が伝達されました。

ハイク 200 プラチナハイカーを受章

杉並 6団の福光 暁さんにハイク 200 プラチナハイカーの

認定証とバッジが授与されました。「ハイク 200」は、ハイキングで歩いた距

離が 200km を越え、関連するターゲットバッチを取得したスカウトに授与さ

れるもので、50km の「ハイク 50 シルバーハイカー」、100km の「ハイク 100 

ゴールドハイカー」の最上位に位置づけられるものです。

基礎訓練課程修了証・上級訓練課程修了証の授与  ウッドバッジ

基礎訓練課程修了の以下の方に修了証が授与されました。

中野 5 団 千葉陽介、島田雅彦 中野 8 団 南川繁明、中村俊幸、谷内一夫

杉並 3 団 太田哲平、太田雄介、須藤雅一 杉並 4 団 水野雄大、村山正己

また上級訓練課程修了の杉並 5団大原俊さんにウッドバッジが授与されました。

県連有功章  杉並 5団 嶋﨑正男、杉並 11団 下地俊一、鈴木信太郎

特別年功章                                    

5 年章 中野 3 団 久保田隼和：杉並２団 安島郁子 岩淵智恵 倉上学:杉並４団 水野恵理子

常世田琢 島村安有美 吉原淳：杉並 6 団 井上創

10 年章 中野 3 団 小林由香里：杉並 2 団 鈴木恵美子：杉並 4 団 並木推央：杉並 8 団 儘田哲夫

山中一樹

15年章 中野 2 団 天野美妃：杉並 5 団 嶋﨑正男：杉並 6 団 高橋聡 國保幸彦：

杉並 8 団 別役重久：杉並 12 団 飯沼利雄 二階堂悦子 酒井政雄

20年章 中野 2 団 大越武雄 南波孝子：杉並 6 団 森田昭広  

隊褒彰綬

20 年綬:杉並 11団ローバー隊 25 年綬：中野 11 団ビーバー隊 30 年綬：杉並 12 団ベンチャー隊、

杉並 13団 ビーバー隊 ボーイ隊 35 年綬：中野 7団ベンチャー隊 40 年綬：杉並 8団ベンチャー

隊 50 年綬：中野 7団カブ隊、ボーイ隊

団 50 年章 50 年旗 中野７団

ボーイスカウト東京連盟
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日本連盟優良団

日本連盟では、過去 3ヶ年間（平成 24～26 年の各年度末）、登録者数を継続して維持・拡大した団

を「目標達成優良団」として顕彰しており、うちＡランクは、スカウト数 65名以上、指導者数 25人以

上、合計 90人以上の団で、当地区は杉並第 3団、杉並第４団、杉並第 11団が表彰されました。

23WSJ 世田谷・あすなろ地区派遣隊壮行会
世界ジャンボリー 世田谷・あすなろ地区派遣隊（306 隊、307 隊）は、7月 12 日

（日）、世田谷区立代沢小学校で壮行会を開催しました。

壮行会前に世田谷地区のスカウトと杉並11団の吉岡優奈さんに菊スカウト章が伝

達され、杉並 5団の稲川拓海さんの隼スカウト章受章が紹介されました。

壮行会では世田谷・あすなろ派遣隊のシンボルマークの表彰、派遣隊紹介、隊旗

授与、ＩＳＴの紹介、代表スカウトの誓いの言葉、ジャンボリーの歌の斉唱、弥栄三唱などが行われ、引

き続き保護者会、派遣隊の集会が行われました。

菊スカウト章伝達、隼スカウト章の紹介   高橋協議会長の挨拶     シンボルマークの表彰



23WSJ 練馬・あすなろ地区派遣隊壮行会
世界ジャンボリー練馬・あすなろ地区派遣隊は、7月 20日（月）、練馬区の不二幼稚園で隊集会と保

護者会、壮行会を開催しました。

参加スカウトは新しい制服を着用し、個人装備を点検して会場に運搬されるコンテナへ積み込み、参加

にあたっての抱負の発表や、ソング、よさこいソーラン節の仕上げの確認を行いました。

    村山地区副委員長の挨拶              ＩＳＴの紹介

      参加スカウトの抱負を一言            なごやかに懇親

            よさこいソーラン節を念入りにチェック

               皆さんの活躍を期待しています



あすなろ地区壮行会 開催

7 月 19 日（日）、世界ジャンボリーの出発前に、あすなろ地区壮行会が杉並区役所正面入口で開催さ

れ、派遣隊スカウト、あすなろ地区派遣隊指導者、ＩＳＴ、地区役員が集まりました。

杉並区の宇賀神副区長さんから激励の挨拶、派遣参加代表スカウトの宣誓が行われ、国旗が飯沼派遣隊

長に伝達されました。

また壮行会後、杉並 12団の佐藤悠さんの富士スカウト章の取得が紹介され、参列者一同で祝しました。



23WSJ 世田谷・あすなろ地区派遣隊 訓練キャンプ
世界ジャンボリー 世田谷・あすなろ地区派遣隊（306 隊、307 隊）は、6月 20日（土）～21 日（日）、

八王子のひよどり山キャンプ場で訓練キャンプを開催しました。

訓練キャンプでは、隊の結束を高め、準備の大切さを体感することを目標に、ジャンボリー会場と同じ

広さのサイトで設営、炊事をし、営火では一人ずつ自己紹介とジャンボリーへの意気込みを発表しました。

翌日は朝礼、スカウツオウン、モーニングゲームのあと、外国スカウトに日本文化を理解してもらえる

よう、班ごとに決めたテーマを紹介し、外国隊との接し方を学びました。

また、元気よく掛け声をかけながら、よさこいソーラン節を踊って動作を確認しました。



ホームスティ受入家庭 説明会を開催

7 月 5 日（日）、あんさんぶる荻窪で世界ジャンボ

リー参加のポーランドスカウトのホームステイを予

定している家庭向けの説明会が開催されました。

佐藤コミッショナーより、あすなろ地区としてはポ

ーランド隊を受け入れること、スケジュール、注意事

項などの説明があり、下地副コミッショナーは地区の

ベンチャースカウトが 8月 10 日（月）に、ホームス

テイしているスカウトの都内ツアーを策定中である

ことの説明があり、質疑応答がありました。

ポーランド隊の行動予定が明らかになり次第、順次各家庭に連絡をしていくこと、また食物アレルギー

などを事前に把握するなどの要望が出されました。

ベンチャーフォーラム 「おもてなし」を話し合い
7 月 19 日（日）、ベンチャーフォーラムが中野区産業振興センターで開催され、各団のベンチャースカウトと隊

指導者が参加しました。

ベンチャーフォーラムは地区内の同年代のスカウトと交流し、一体感や仲間意識を醸成するもので、今回のフォ

ーラムでは「おもてなし」をテーマにして、世界ジャンボリー参加のポーランドの国情や、ベンチャースカウトと

して海外の方の「おもてなし」についてできること、役割はなにかを話し合いました。

また 世界ジャンボリー後の 8月 10 日に、地区のベンチャースカウトが地区内各家庭にホームステイしているポ

ーランドのスカウト向けに、東京ツアーを予定していることから、地下鉄の路線図やガイドブックを参考にして、

浅草、秋葉原、原宿などの観光ツアーコースを組み立て、コースの下見も打合せしました。

なお、ベンチャーフォーラムに参加スカウトの代表は、9月 5日（土）～6日（日）、練馬開進中学で開催される

東京連盟ベンチャーフォーラムに参加します。



ボーイスカウト普通救命講習会 開催

6 月 28 日(日)、救急技能の修得を目的として、スカウト普通救命講習会が中野消防署本署で開催され、

中野 8団、杉並 11 団、杉並 12 団の 19 名のスカウトが参加しました。開講式のあと、中野消防署員、消

防団の方から、救急法の基本、人形を使った心肺蘇生法、ＡＥＤの取扱い方法、異物除去、止血法などの

講義と実技が行われました。

荻窪ハーモニーまつりに参加 杉並 8 団

5 月 30 日（土）～31 日（日）、荻窪すずらん通りと、あんさんぶる荻窪で開催された「荻窪ハーモニ

ーまつり」に杉並 8団が参加し、おまつり広場屋台村で、焼きそば、フランクフルト、かき氷などを販売

し、ヨーヨーつりには小さな子供が集まりました。

また、南相馬市の被災者支援のための街頭募金を行い、多くの方から募金をいただきました。



富士スカウト章 おめでとう

7 月 10 日（金）、東京連盟理事会において、杉並 12団

の佐藤悠に富士スカウト章が伝達されました。

地区と東京連盟でのプロジェクト発表では、介護施設で

お年寄りに接して得た経験を発表しました。

菊スカウト章、隼スカウト章 おめでとう

  ７月 23日(木)、あんさんぶる荻窪で開催された地区委員会において、杉並 11団の三好 彩さんに菊ス

カウト章、杉並 12団の濱田竜光さんに隼スカウト章が伝達されました。

      三好 彩さん             濱田竜光さん

  いよいよ世界ジャンボリーに出発！

世界ジャンボリーに参加するあすなろ地区のスカウト、リーダー、ＩＳＴの皆さん

は、“世田谷地区・あすなろ地区合同派遣隊”については、７月 27日（月）に出発

して、8月 8日（土）に帰着します。

また、“練馬地区・あすなろ地区合同派遣隊”は、７月 28日（火）に出発して、

8月 9日（日）に帰着します。

これまでの積み重ねてきた練習や訓練キャンプなどの成果を生かして、実り多い

収穫を期待します。

また、世界ジャンボリーのあと、参加したポーランドスカウトのホームステイを

予定しているご家庭では、「おもてなし」の心で国際交流活動に取り組んでくださ

い。

次号の地区報「あすなろ」は「世界ジャンボリー特集号」として、ジャンボリー

        に参加されたあすなろ地区の皆さんが元気で活躍された様子を報告する予定です。


