
平成２４年４月１日号(Z 様式指定H110612)        ３団
．．

スカウト
．．．．

教育理念楽しさの中から堀内 清憧れと感動、そして志 2003･2･1 制定 

団内ﾒｰﾙ配信団内ﾒｰﾙ配信団内ﾒｰﾙ配信団内ﾒｰﾙ配信{{{{８８８８８８８８名・堀之内野営場＆大志館掲示名・堀之内野営場＆大志館掲示名・堀之内野営場＆大志館掲示名・堀之内野営場＆大志館掲示    市川第３団活動記録市川第３団活動記録市川第３団活動記録市川第３団活動記録 NONONONO１１１１３０３０３０３０        ３団３団３団３団HPHPHPHP掲載掲載掲載掲載    市川・浦安市川・浦安市川・浦安市川・浦安地区委員会報告地区委員会報告地区委員会報告地区委員会報告 

日本ボーイスカウト市川第３団日本ボーイスカウト市川第３団日本ボーイスカウト市川第３団日本ボーイスカウト市川第３団    

１．１．１．１．    先月の活動実績（先月の活動実績（先月の活動実績（先月の活動実績（平成２平成２平成２平成２４４４４年年年年３３３３月）月）月）月）                          配信責任者配信責任者配信責任者配信責任者    団委員長団委員長団委員長団委員長    森屋森屋森屋森屋    啓啓啓啓                
日日日日        曜日曜日曜日曜日    ビーバー隊ビーバー隊ビーバー隊ビーバー隊    カブ隊カブ隊カブ隊カブ隊    ボーイ隊ボーイ隊ボーイ隊ボーイ隊    ベンチャー隊ベンチャー隊ベンチャー隊ベンチャー隊    ローバー隊ローバー隊ローバー隊ローバー隊    団･上部組織団･上部組織団･上部組織団･上部組織    

４４４４            日日日日        

    

3~4 隊 冬ｷｬﾝﾌﾟ 

   高原千葉村 

S19DC3L12 計34 名    

            3 日県理事会 

   青女性会館 

 森屋    
１１１１１１１１        日日日日    団団団団            野野野野    営営営営    場場場場    整整整整    備―２備―２備―２備―２ 

場所：堀之内野営場  参加者：S34 名 L18 名 育成会員他3 名 計55 名    
時間：集合：900 ｾﾚﾓﾆｰ：930 整備作業：950～1130 解散：1200    

11 日地地区委員会 

駅南公民館  

森屋・高橋    

    

１８１８１８１８        日日日日        

    

    20 日地  地区ﾗﾘ  ー

大洲～大和田 

  S5L5 計10 名 

    地 ﾛｰﾊﾞー ｽ集会 

   未定 

  S L 計 名 

17 日団委員会議団委員会議団委員会議団委員会議13 時  

西部公民館 

L2 名    

２５２５２５２５        日日日日    団団団団            縄縄縄縄    文文文文    フフフフ    ェェェェ    スススス    テテテテ    ィィィィ    ババババ    ルルルル 
場所：堀之内貝塚公園  参加者：S24 名 L23 名 育成会員8 名 計55 名    

時間：積込730 販売：1000～1500 機材清掃・収納：1600    

    

３１３１３１３１        日日日日    

    

    

団団団団            発発発発    団団団団    ５０５０５０５０    周周周周    年年年年    記記記記    念念念念    キキキキ    ャャャャ    ンンンン    プ・現プ・現プ・現プ・現    地地地地    踏踏踏踏    査査査査    会会会会    （31 日～1 日） 
場所：大多喜町風の村  参加者：L16 名     

時間：野営場集合1200 現地踏査1500～1800 宿泊後2 月1 日現地解散830    

団会議団会議団会議団会議    19 時 ～21 時 

風の村 

L13 名    

ﾘｰﾀﾞｰ会ﾘｰﾀﾞｰ会ﾘｰﾀﾞｰ会ﾘｰﾀﾞｰ会

議議議議    

3/15 

市川ﾘﾝｸﾀﾜ  ー  

L6 名   

3/3 

西部公民館 

  L6 名 

3/20 

大洲防災公園 

  L5 名   

3/11 

野営場 

  L3 名   

  3 月 

開催無し 

 

地区委員地区委員地区委員地区委員

会･ﾗｳﾝﾄﾞ会･ﾗｳﾝﾄﾞ会･ﾗｳﾝﾄﾞ会･ﾗｳﾝﾄﾞ

ﾃｰﾌﾞﾙﾃｰﾌﾞﾙﾃｰﾌﾞﾙﾃｰﾌﾞﾙ RTRTRTRT    

3/18 RT 

駅南公民館 

中村隊長 

3/25 RT 

  市川公民館 

笛吹隊長 

  開催無し 

 

3/25 RT 

市川公民館 

渡辺隊長 

開催無し 21 日地地区委員会 

行徳公民館  

高橋・飯島    

    

２２２２．．．．今月の活動予定今月の活動予定今月の活動予定今月の活動予定    （（（（平成２４年４月）平成２４年４月）平成２４年４月）平成２４年４月）    
日日日日        曜日曜日曜日曜日    ビーバー隊ビーバー隊ビーバー隊ビーバー隊    カブ隊カブ隊カブ隊カブ隊    ボーイ隊ボーイ隊ボーイ隊ボーイ隊    ベンチャー隊ベンチャー隊ベンチャー隊ベンチャー隊    ローバー隊ローバー隊ローバー隊ローバー隊    団･上部組織団･上部組織団･上部組織団･上部組織    

１１１１                日日日日        

    

        隊 3 団ﾗﾘｰ準備 

(ＳＳＳＳ実行委実行委実行委実行委） 野営場 

S L 計名    

        

７７７７                土土土土    団団団団            第４回発団５０周年記念第４回発団５０周年記念第４回発団５０周年記念第４回発団５０周年記念    ３団ラリー３団ラリー３団ラリー３団ラリー    サポート委員会サポート委員会サポート委員会サポート委員会 
場所：西部公民館  時間：1900～2100    

県理事会 

青女性会館 森屋    
８８８８                日日日日        

    

隊災害準備の日ﾌﾟﾛ 

  そなｴﾘｱ東京 

S L 計名    

隊 立ちｶﾏ・ﾛｰﾌﾟ 

    野営場 

S L 計名    

隊 3 団ﾗﾘｰ準備 

(Ｓ実行委Ｓ実行委Ｓ実行委Ｓ実行委） 野営場 

S L 計名    

        

１４１４１４１４            土土土土    団団団団            第５回発団５０周年記念第５回発団５０周年記念第５回発団５０周年記念第５回発団５０周年記念    ３団ラリー３団ラリー３団ラリー３団ラリー    サポート委員会サポート委員会サポート委員会サポート委員会 
場所：西部公民館  時間：1900～2100    

地地区委員会  

駅南公？森屋・高橋    
１５１５１５１５            日日日日    隊災害準備日ﾌﾟﾛ 

  西部公民館 

  S L 保計 名    

地 年次地区総会（協議会）・茶話会 

 場所：市川市民会館     注：今回は順番で当団が運営担当です！ 

時間：集合1300 開会1400 茶話会開会1630 閉会1800 

        

２２２２２２２２            日日日日    団団団団            発団５０周年記念発団５０周年記念発団５０周年記念発団５０周年記念    式式式式    典・３典・３典・３典・３    団団団団    ララララ    リーリーリーリー 
場所：堀之内野営場   

参加者予定：来賓7・上部組織13・記者1・理事GS5・育成会員4・S44・L36・一般10 計120 名    
時間：指導・S 実行委員全員集合800 式典1000～1040 ﾗﾘｰ 1040～1415 閉会式1415～30 解散1600    

21日団委員会議団委員会議団委員会議団委員会議18時  

西部公民館 

L 名    

２９２９２９２９            日日日日    

    

    

団団団団    22222222 日雨天時の代替日→日雨天時の代替日→日雨天時の代替日→日雨天時の代替日→29292929 日も雨天の場合は曽谷小学校体育館で式典のみ挙行日も雨天の場合は曽谷小学校体育館で式典のみ挙行日も雨天の場合は曽谷小学校体育館で式典のみ挙行日も雨天の場合は曽谷小学校体育館で式典のみ挙行    

    

団団団団    発団５０周年記念指導者・育成会懇親会発団５０周年記念指導者・育成会懇親会発団５０周年記念指導者・育成会懇親会発団５０周年記念指導者・育成会懇親会    場所：ﾚｽﾄﾗﾝﾏﾙｼｪ 時間：1800～2030     

28 日団会議団会議団会議団会議18 時  

西部公民館 

L 名    

３．特記事項・話題・トピックス他３．特記事項・話題・トピックス他３．特記事項・話題・トピックス他３．特記事項・話題・トピックス他        

■いよいよいよいよいよいよいよいよ発団発団発団発団５０周年の記念行事が始まります。有意義に全員参加で楽しみましょう！５０周年の記念行事が始まります。有意義に全員参加で楽しみましょう！５０周年の記念行事が始まります。有意義に全員参加で楽しみましょう！５０周年の記念行事が始まります。有意義に全員参加で楽しみましょう！    

発団５０周年記念事業実行委員会からの報告―発団５０周年記念事業実行委員会からの報告―発団５０周年記念事業実行委員会からの報告―発団５０周年記念事業実行委員会からの報告―第６回第６回第６回第６回    

        ３団ラリー部３団ラリー部３団ラリー部３団ラリー部から：いよいよ直近に迫りました。サポート委員会サポート委員会サポート委員会サポート委員会の組織は、式典部（飯島）・ﾗﾘｰ部（徳永）・総務部（福田）・輸送部式典部（飯島）・ﾗﾘｰ部（徳永）・総務部（福田）・輸送部式典部（飯島）・ﾗﾘｰ部（徳永）・総務部（福田）・輸送部式典部（飯島）・ﾗﾘｰ部（徳永）・総務部（福田）・輸送部

((((亀竹亀竹亀竹亀竹))))・ｹｰﾀﾘﾝｸ部・ｹｰﾀﾘﾝｸ部・ｹｰﾀﾘﾝｸ部・ｹｰﾀﾘﾝｸ部((((斉藤房斉藤房斉藤房斉藤房))))・ｽｶｳﾄ実行委員会担当部（鈴木）・ｽｶｳﾄ実行委員会担当部（鈴木）・ｽｶｳﾄ実行委員会担当部（鈴木）・ｽｶｳﾄ実行委員会担当部（鈴木）でラリーの準備を本格化します。（ ）内は部長名- 

第4 回委員会は 4 月6 日19 時、ﾞ第5 回委員会は 4 月14 日19 時のいずれも西部公民館で開催します。式

典には大久保市長・田中教育長に出席してくださることになりました。（式典の事前準備は予定通り進捗中）    

合同キャンプ部合同キャンプ部合同キャンプ部合同キャンプ部から：キャンプ地の現地踏査を 16 名で３月３１日～４月１日に実施しました。 

＊＊＊＊4444 月月月月団会議は団会議は団会議は団会議は 4444 月月月月 28282828 日日日日((((土土土土))))18181818 時から時から時から時から、団委員会議、団委員会議、団委員会議、団委員会議はははは 22221111 日（日（日（日（土土土土））））18181818 時時時時からからからから、会場はいずれも、会場はいずれも、会場はいずれも、会場はいずれも西部公民館で西部公民館で西部公民館で西部公民館です！す！す！す！    

｛｛｛｛凡例：凡例：凡例：凡例：団団団団：団行事、：団行事、：団行事、：団行事、地地地地：地区行事、：地区行事、：地区行事、：地区行事、県県県県：県連行事、：県連行事、：県連行事、：県連行事、日日日日：日連行事、：日連行事、：日連行事、：日連行事、会会会会：隊会議、：隊会議、：隊会議、：隊会議、隊隊隊隊：隊集会、：隊集会、：隊集会、：隊集会、組組組組：組集会、Ｓ：スカウト、Ｌ：指導者｝：組集会、Ｓ：スカウト、Ｌ：指導者｝：組集会、Ｓ：スカウト、Ｌ：指導者｝：組集会、Ｓ：スカウト、Ｌ：指導者｝    


