
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第１８回日本スカウトジャンボリー 

関東ブロック千葉県連盟会場
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さあ冒険をはじめよう 

仲間と冒険の夢を語ろう 

班の仲間といっしょに、このスカウトガイドを広げてみよう。地形図を読んでみよう。第

21 回千葉県キャンポリーのホームページを検索してみよう。富津やその周辺のことを調べて

みよう。スカウトハンドブックベーシック（以下 SHBB ）を開いてみよう。 

きっと君たちのハートに仲間とキャンポリーでやってみたいこと、行ってみたいところなど  

冒険の夢がたくさん湧き出てくるだろう。 

キャンポリーで、いつもの班や隊での活動よりもワイドで、ダイナミックなプログラムやキ

ャンプ生活を愉しんでいる自分たちの姿を語り合おう。 

仲間と冒険を愉しむ準備をしよう 

4 年に 1 度のキャンポリーというフィールドを思いっきり愉しむためには事前の十分な準備

が必要だ。仲間と語り合った夢を形にしよう。 

班集会でチャレンジするプログラムのスキルを練習したり、仲間と助け合い、協力し合って

絆を強めておくことで、キャンプ生活でいろいろなプログラムを愉しむことができる。 

キャンポリーでは炊事や設営・撤営を含めたプログラムでは少なからず危険が伴うことがあ

るけれど、事前に練習をしておけばどんなところに危険が潜んでいて、そのために何をすれば

いいのか、何をしてはいけないのか気づくことができる。けがをしては楽しくなくなってしま

う。 

仲間を増やそう 

スポーツは見ているだけよりも参加した方が愉しい。 

キャンポリーも同じだ。自分から進んで参加して、活動して、仕事して、語りかけて、関わ

りあって、笑顔で接していけば初めて会った人も仲間になってくれる。 

キャンポリーには県内から多くのスカウトが参加する。 

仲間はスカウトだけではない。地元の人たちにも感謝の気持ちを表して、仲間の一人にさせ

てもらおう。 
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第 21 回千葉県キャンポリー 

第２１回千葉県キャンポリー（21CC）は、ボーイスカウト日本連盟創立１００周年を記念して

開催される第１８回日本スカウトジャンボリー（18NSJ）の千葉県連盟会場として実施されます。 

全国のスカウトと同じ場所で会って一緒に活動することはできませんが、同じ時に次の１００

年に向けた冒険に出発しましょう。 

第２１回千葉県キャンポリーは、このスカウトガイドを開いた時から始まります。 

キャンポリー期間中の入場から退場まですべての生活や活動、プログラムで、一人ひとりが誠

実で、友情に熱く、礼儀正しく親切で、快活で、質素に、勇敢で感謝の心をもって生活・活動し

ます。 

アウトドア・コード（SHBB p.46・47）をよく読んで地球にやさしい野外活動を実践できる

ように事前に準備しましょう。 

野営生活やプログラム活動でいつもよりも少し気を使ったり、工夫をしたりすることでみんな

のやさしさが地球に伝わります。班会議でどんな工夫をしたらいいか話し合ってみましょう。 

みんなが気持ちよくキャンポリーを楽しむために仲間へのやさしさが大切です。セーフ・フロ

ム・ハーム（SHBB p.48）に取り組んでみんなが愉しめるスカウティングを実践しましょう。 

元気に楽しくキャンポリーに参加するためには安全と健康（SHBB p.68～

116）であることです。自分を守るためにすべきこと、身体を強くすること、そし

てもしもの時に備えておくことについて準備をしましょう。 

第 21 回千葉県キャンポリーの情報は千葉県連盟ホームページに随時掲載しま

す。 
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基本日課 

 
8 月 6 日 

（土） 

8 月 7 日 

（日） 

8 月 8 日 

（月） 

8 月 9 日 

（火） 

8 月 10 日 

（水） 

8 月 11 日 

（木 祝） 

6:00 

 
 

起床・洗面 

朝食 

起床・洗面 

朝食 

起床・洗面 

朝食 

起床・洗面 

朝食 

起床・洗面 

朝食 

8:00 

 
 

点検・講評 

朝礼 

点検・講評 

朝礼 

点検・講評 

朝礼 

点検・講評 

朝礼 

点検・講評 

朝礼 

9:00 

 

受付 入場 

設営 

プログラム

信仰奨励 

プログラム

信仰奨励 

プログラム

信仰奨励 

プログラム

信仰奨励 
撤営 

環境整備 

退場 12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

13:00 設営 プログラム プログラム プログラム プログラム  

16:00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食  

19:00 

 
開会式 大集会 

プログラム 

交流会 

プログラム 

交流会 
閉会式  

21:00 

 

班会議 

班長会議 

班会議 

班長会議 

班会議 

班長会議 

班会議 

班長会議 

班会議 

班長会議 
 

22:00 消灯 消灯 消灯 消灯 消灯  

※ 国旗ポールは大会で 1か所設置し、8時 30 分に掲揚し、17 時に降納します。 

※ スカウツオウン・サービス、奉仕活動は班・隊で随時行ってください。 

※ 交流会はお互いの隊が連絡を取り合って行ってください。 

 

1. 安全なキャンポリーであるために 

(1) 準備 

ア 班や隊で 

 安全計画 

キャンポリー期間中の安全計画について指導者と十分相談しましょう。安全に

対する意識・行動は、班内や隊内で共通認識を持つようにしましょう。 

特に、夏季の長期キャンプです。熱中症などには十分な対策を取ってください。 

 スカウトスキル 

技能章-救急章に記されている内容を皆が知っていることが理想です。班長・次

長を中心に、基本的なスキルを身につける良い機会にしてください。 

イ 大会組織で 

このスカウトガイドで安全について説明しています。また皆さんに知っていただ

きたい内容を 21CC ニュースで発信していきます。 

(2) 安全対策 

ア ＩＤカード 

ID カードとはキャンポリー参加者であることを証明する「名札」です。 

カード用紙と QR コードラベル・カードフォルダーが、大会前に各隊に配布されます。
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班集会で個人の ID カードをセットして忘れずに大会に参加してください。 

参加者の安全を確保するためキャンポリー会場に入れるのは ID カードを持って

いる人のみです。会場内では周りから見えるように ID カードを携帯してください。 

ただし、調理をするときやプログラムに参加するとき、指導者から指示があった

ときは IDカードを外しても構いません。その際はすぐに見せることができるように

携帯しておきましょう。 

イ 健康調査票 

健康調査票は救護所やカウンセリングルームを利用する際に必要です。IDカード

とともに携帯しましょう。また健康保険証も一緒に携帯しましょう。 

ウ 健康管理 

(ア) 熱中症 

キャンポリー会場は直射日光があたりとても暑くなります。こまめに休憩をと

り、水分補給を多めにしましょう。 

(イ) 救急スキル 

技能章-救急章に記されている基本的な応急処置、対処法を実践できるようにし

ておくことが理想です。 

エ 大会組織で 

(ア) 救護所 

キャンポリー会場の中には手当の受けることができる救護所が設置されます。

軽度の怪我や病気の際には受診できます。 

(イ) 緊急避難場所 

地震、雷、豪雨などキャンプを継続することが危険と判断された場合、緊急避

難場所へ避難します。指導者と緊急避難場所を確認し、大会本部から指示があっ

た場合には速やかに避難しましょう。 

(3) カウンセリングルーム 

キャンポリー中に少し疲れてしまったとき、誰かに話を聞いてもらいたいときに相談

できるカウンセリングルームを設置します。困ったときは遠慮せずに訪問してみましょ

う。 

(4) セーフ・フロム・ハーム（SHBB p.48） 

キャンポリーのような場所は、個人の振る舞いが周囲に思いもよらない影響を与えるこ

とになるので注意が必要です。スカウトの皆さんは次のことを意識しましょう。 

・ すべての人を大切にし、親切に接する。 

・ すべての人を平等に扱う。 

・ 相手の嫌がることは、自分が良いと思っても行わない。 

・ 悩みを相談されたら、親切に相談に乗る。 

・ ウェブサイト、SNS などの利用には個人情報に注意する。 

・ 誰かがいじめを受けていたり、嫌な思いをしていたら班長や大人に相談する。 
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(5) 新型コロナウイルス感染症対策 

・ 人と人の間をできるだけ開けましょう。 

・ 人と会話をする際にはマスクを着用しましょう。 

・ 手洗いうがいを定期的に行いましょう。 

(6) もしもの時は 

ア 応急手当 

怪我や病気は応急手当てを試みます。 

イ 救護所 

応急手当てをしても症状が改善しないときは救護所を訪れましょう 

ウ 医療機関 

救護所で対応が難しい場合、近くの病院を受診します 

 

2. キャンポリー会場 

(1) キャンプエリア 

キャンプエリアを大きく３つに分け、その名称には富津岬に生息する野鳥「マヒワ」

「エナガ」「タヒバリ」の名前をつけました。 

厳しい自然環境の中を小さな体ながらもたくましく生きる野鳥たちは 21CC での冒険

にチャレンジするスカウトの姿そのものです。 

(2) 場内プログラムエリア 

会場内で提供・実施するプログラム実施場所です。 

(3) 生活施設 

水汲み場、排水桝、シャワー、トイレなど共同で使う場所です。 

快適なキャンプ生活を提供してくれる施設やそこを管理する人たちに感謝の気持ちを

清掃・整備の形で示そう。班で話し合って取り組んでください。 

水汲み場：水汲みのみに使用してください。調理や食器洗いなどは全てキャンプサイ

トで行います。 

排水桝：キャンプサイトで、ザルなどで野菜の切れ端・米粒などを取り除いた状態の

排水ができます。 

シャワー：水のシャワーです。みんなで使う場所ですから、きれいに使ってください。

忘れ物をしないよう、使用時間もみんなの迷惑にならないように気をつけま

しょう。 

トイレ：清潔を保つように、汚したときはそのままにしないで進んで掃除をしましょう。 

(4) 大会施設 

8 月 6 日(金)から 10 日(水)までの 9 時から 18時まで場内に売店を設けて軽食や飲料、

製氷・スカウト用品などを販売します。支払いは現金のみです。 
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キャンポリー会場周辺 

 

 

キャンポリー会場 
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3. キャンプ生活 

キャンポリーでのキャンプ生活を愉しむヒントは、スカウトハンドブックベーシックにた

くさんあります。班会議で話し合って、班集会やキャンプで練習してスキルを身に着けて 5

泊 6 日間のキャンポリーを愉しみましょう。 

 

(1) 設営（SHBB p.214～）          (2) 野外料理（SHBB p.242～） 

地形などにより自分たちのサイトを       直火はできません。 

考えましょう。 側溝は掘りません。      班でカマド・薪などを準備しましょう。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

(3) キャンプクラフト（SHBB p.217） 

6 日間のキャンプ生活を安全で、快適に過ごすためのキャンプクラフトを作ってみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 水とゴミ（SHBB p.272～） 

  給水場は水をくむだけで、洗い物や 

  調理などはできません。 

  汚水はゴミを十分に除去して、指定 

  の場所に排水してください。 

ゴミは分別して、指定の場所、時間 

  に収集してください。 

キャンプサイトで発生するゴミは、

次の通りに分別し、富津市指定のポ

リ袋に入れて大会で指定する集積

所、指定する時間に集積してくださ

い。 
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ゴミの分別の仕方 

可燃ごみ 生ごみ・紙ごみ、皮革・ゴム類、 

容器包装プラスチッ

ク 

食品トレイ、プラボトル、ポリ袋・ラップ類、チューブ類、 

カップ類、発泡スチロール、ペットボトルのキャップ・ラベ

ル 

資源ごみ ビン類、ペットボトル、缶類、 

※ 缶詰は中を洗う、ガス缶は必ず穴あけをする 

不燃ごみ 金属類、陶磁器類、ガラス類 

 

(5) 点検・講評・朝礼（SHBB p.62） 

1 日の始まりを大切にしよう。仲間と共にスカウトらしく爽やかに、元気よく。 

国旗は大会本部で毎朝８時 30 分に掲揚して、17 時に降納します。 

(6) 奉仕と信仰（SHBB p.343～） 

君たちを支えてくれた人たちに感謝の気持ちを形にしよう。 

宗教儀礼に参加しよう。スカウツオウン・サービスをしよう。 

(7) 食事 

ア 配給 

(ア) 8 月 6 日(土)の夕食から 8 月 11 日(木)の昼食まで、全 15 食分までを配給しま

す。 

(イ) 配給方法は、朝食と昼食を一緒に①5:00～7:00、夕食は②15:30～17:00 と、1 日

2 回とします。参加隊単位で配給します。 

朝の配給については、朝の作業をスムーズに進めるために、起床時間前の 5 時

から配給します。まだ寝ている人たちへの気遣いをお願いします。 

(ウ) 配給は、食材のみです。 

お米などの主食、調味料は班・隊で準備してください。 

イ 食材など 

(ア) 配給される食材から、班で仲間達のアレルギーに配慮してあげた、工夫したメ

ニューを決めよう。 

(イ) 決めたメニューをもとに、配給食材以外に必要な主食や調味料を考えて、隊で

用意しよう。 

【配給食材リスト・数量(案)】 

   注：業者との調整、食材調達から今後メニューが変更となることがあります。 
 配給する食材(案) 

(単位 3 人分) 

班で決めた 

メニュー 

必要な主食や 

調味料、追加食材 

６日(土) 夕食 

豚バラスライス 150ｇ、シイタケ 6 枚 

竹の子水煮 1.5 袋、もやし 1 袋 

エノキ 1 束、玉ねぎ 1 個 

『ホイル焼き』 

  

７日(日) 朝食 

卵 3 個、トマト 2 個、豚ひき肉 150ｇ 

玉ねぎ 1 個、漬物 1 袋 

インスタント味噌汁 3 袋 

『トマトオムレツ』 
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 配給する食材(案) 

(単位 3 人分) 

班で決めた 

メニュー 

必要な主食や 

調味料、追加食材 

７日(日) 

昼食 

おにぎり 6 個、魚肉ｿｰｾｰｼﾞ 3 本 

バナナ 3 本、梅干し 3 個 

『携帯食』 

  

夕食 

甘塩鮭 3 切、大根 0.5 本、ニンジン 1 本 

じゃがいも 2 個、長ネギ 1 本 

しめじ 1 パック、こんにゃく 1 枚 

『鮭汁』 

  

８日(月) 

朝食 

卵 3 個、ロースハム 6 枚、漬物 1 袋 

インスタント味噌汁 3 袋 

『ハムエッグ』 

  

昼食 

スパゲティ 300ｇ、豚ひき肉 150ｇ 

玉ねぎ 1 個、みかん 3 個、 

サヤエンドウ 15 本 

『ひき肉パスタ』 

  

夕食 

キャベツ 1 玉、もやし 1.5 袋、玉ねぎ 1 個 

豚こま肉 300ｇ、漬物 1 袋、 

インスタント味噌汁 3 袋 

『野菜炒め』 

  

９日(火) 

朝食 

バターロール 6 個、レタス 1 玉 

きゅうり 2 本、トマト 1 個、ｿｰｾｰｼﾞ 3 袋 

カップスープ 3 袋、スライスチーズ 6 枚 

『洋朝食』 

  

昼食 

おにぎり 6 個、サバ(ツナ)缶 3 缶 

みかん 3 個、梅干し 3 個 

『携帯食』 

  

夕食 

鶏むね肉 300ｇ、玉ねぎ 2個 

パプリカ 1 個、ほうれん草 1 束 

トマト缶 2 缶、大豆水煮 1 缶 

『チキンシチュー』 

  

10 日(水) 

朝食 

コンビーフ 3 缶、玉ねぎ 1 個、レタス 1 玉 

じゃがいも 1 個、きゅうり 1 本、 

トマト 2 個、カップスープ 3 袋 

『重ね焼き』 

  

昼食 

冷し生ﾗｰﾒﾝ 3 ﾊﾟｯｸ、きゅうり 2 本 

卵 3 個、ロースハム 6 枚、長ネギ 1 本 

『冷やし中華』 

  

夕食 

キャベツ 1 玉、長ネギ 1 本、ニンジン 2 本 

エノキ 2 束、きぬ豆腐 2 丁 

こんにゃく 2 枚、鶏むね肉 300ｇ 

『野菜鍋』 

  

11 日(木) 

朝食 

コーンフレーク 1 箱、牛乳 1ℓ１本 

リンゴ 3 個、ヨーグルト 3 個 

『シリアル朝食』 

  

昼食 

パン 3 個、コロッケ 3 個、ゼリー3 個 

バナナ 3 本 

『携帯食』 

  

注：変更となった際には、すぐに隊長経由でお知らせします。 

※食材を有効に使いましょう 

※発生するゴミの量を最小限に減らしましょう 

※汚染につながる生活排水に気を付けて処理しよう  
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4. プログラム 

キャンポリー会場の富津とその周辺は豊かな自然と広大なフィールドが私たちを待ち受けて

くれています。 

富津岬から北側は日本最大級の火力発電所や製鉄所、電力、金属製品、一般機械器具製造業な

どを有する京葉工業地帯であり、南側は南房総国定公園に指定され、東京湾に面し、房総丘陵を

抱える自然豊かな地です。 

富津の市名の由来は日本武尊（ヤマトタケルノミコト）伝説によるものとされていて、縄文時

代・弥生時代からの遺跡や古墳が数多く分布し、多くの史跡、歴史的建造物、偉人から学ぶこと

がたくさんあります。 

キャンポリーのプログラムの具体的な内容や申込方法などの情報は県連盟ホームページの特

設サイトに掲載しますので、班会議などで自分たちがどんなプログラムを実施するのか話し合い、

プログラム計画書、安全計画書を作成してキャンポリーに参加しましょう。 

プログラムの変更などは 21CC ニュースや県連盟ホームページの特設サイトでお知らせしま

す。 

また、21CC では第１８回日本スカウトジャンボリー（18NSJ）で行われるプログラムにも参

加することができます。 

班長は班員のみんなと話し合って愉しい 21CC の世界を作り上げて参加してください。 

 

(1) 班プログラム 

① 奉仕活動プログラム キャンポリーで班の仲間といっしょに生活できたり、活動できた 

（SHBB p.346～） り、新しい仲間ができたり、新しい発見ができるためには多くの 

 人たちの支えがあることを隊長に教えてもらおう。 

 そして、その人たちと環境に感謝の気持ちをあらわそう。 

② 信仰奨励プログラム 信仰をあつくし、自然と社会の恵みに感謝しましょう。 

（SHBB p.350～） キャンポリーでの生活や活動、人との関わりに感謝し、最善を尽 

 くすことを考える時間を班・隊で計画しよう。 

 スカウツオウン・サービスはいつでもどこでも実施できます。 

③ 交歓プログラム   キャンポリーには千葉県連盟内から参加する多くのスカウトと 

 交流することができます。プログラムを企画し、お互いに連絡を 

 取り合って、親交を深めましょう。 

④ ウエルカムプログラム キャンポリーに訪れたビーバーやカブ、一般のお友達に 

 キャンプサイトの見学や工作・ゲームなどをしておもてなしを 

 しましょう。 

⑤ SDGs プログラム  18NSJ サイトから事前に SDGs の学習を受けることができます。 

（SHBB p.394）  班で基本的な知識を学び、SDGs の目標を選んでチャレンジ 

しましょう。 
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(2) 場内プログラム 

キャンプエリアでスカウトの皆さんが参加できる提供型プログラムと自隊で実施できるプ

ログラムヒントを提供します。 

場内―１ スカウトカフェ 提供 

場所 大会アリーナ（総合社会体育館） 日時 8,9 日 10:00～12:00、14:00～16:00 

内容 他隊のスカウトや指導者･スタッフと交流や情報交換をしてみよう 

備考 事前申し込みが必要です 

場内―２ 丸太スライス 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 8,9,10 日 14:00～15:00,15:00～16:00 

内容 やってみるとなかなか難しい丸太ののこぎりスライスに挑戦 記念品も作ろう 

備考 のこぎり、手袋などは持参してください 

場内―３ パイオニアリング 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 7,8,9,10 日 9~12 時 13~16 時 

内容 憧れのパイオニアリング（軽架橋）構築にチャレンジしましょう 

備考 事前申し込みが必要です 

場内―４ ボランティア 提供・自隊 

場所 キャンプサイトとその周辺 日時 班の裁量で決めてください 

内容 来た時よりも美しく 感謝の気持ちをもって奉仕活動をしましょう 

備考 運営各部への奉仕は、班で交渉してください 

場内―５ 全部見せます！キャンポリーツアーin 富津 提供・自隊 

場所 キャンプサイトとその周辺 日時 7,8,9,10 日 9~12 時 13~16 時 

内容 キャンポリーを見学にきたビーバー、カブに会場を案内しましょう 

備考  

場内―６ 世界の仲間と知り合おう JOTA-JOTI 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 調整中 

内容 無線機やパソコンを使って日本各地や世界中の人と交流します 

備考 事前申し込みが必要です 

場内―７ 君の景色を伝えきれ 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 7 日 9:00~12:00 13:00~16:00 

内容 トランシーバーを使った新感覚の交信ゲームを楽しみます 

備考 事前申し込みが必要です 

場内―８ 被災者に水を届けろ 自隊 

場所 キャンプサイト 日時 班の裁量で決めてください 

内容 ろ過器で得た水を煮沸して、指定された方位にいる被災者に届けよう 

備考  
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場内―９ めざせ測量士 自隊 

場所 キャンプサイト 日時 班の裁量で決めてください 

内容 コンパスと歩測で野帳を作って略地図を描いてみよう 

備考  

場内―10 獲物を捕らえろ 自隊 

場所 自隊サイト 日時 班の裁量で決めてください 

内容 投げ縄を使って獲物を捕える 

備考  

場内―11 突撃！となりの晩御飯 自隊 

場所 自隊または相手隊サイト 日時 お互いの班で決めてください 

内容 キャンポリーで出会ったほかの班とご飯を作って、食べて交流しましょう 

備考  

場内―12 レモネードスタンド 【ベンチャースカウトプログラム】 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 調整中 

内容 レモネードを販売して小児がんの支援をします 

備考  

場内―13 Ｔｈｅ 計測 自隊・提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 班の裁量で決めてください 

内容 自分のからだをスケールにして測って、計って、量ってみよう 

備考 砂、水（容器）、高さ用のポール等、歩測スタート目印は用意します 

場内―14 一緒にキャンポリー 自隊 

場所 キャンプサイト 日時 班の裁量で決めてください 

内容 自団のビーバー、カブにキャンポリーでの活動や生活を紹介しましょう 

備考 団内で事前に時間などを調整してください 

場内―15 減災 ぼくらにまかせなさい 自隊 

場所 自隊サイト 日時 班の裁量で決めてください 

内容 キャンプで活かせるスキルは災害の時にも活かせることを体験してみよう 

備考 資機材は班で用意してください 

場内―16 キッチンコンテスト 自隊 

場所 自隊サイト 日時 班の裁量で決めてください 

内容 快適なキャンプ生活に必要なキャンプクラフトを作ってみよう 

備考 資機材は班で用意してください 

場内―17 自慢のキャンプめしコンテスト 自隊 

場所 自隊サイト 日時 班の裁量で決めてください 

内容 班伝統のメニュー、イチオシの一品、ガッツリ系、かわいい系 SNS にアップ！ 

備考 支給品の食材を使ってください 
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場内―18 きぼうの光を見つけよう 自隊 

場所 自隊サイト及び周辺 日時 各班で調査 

内容 国際宇宙ステーション(ISS きぼう)を観察しよう 

備考 遭遇できることを願っています 

場内―19 星空の下のディスタンス 自隊 

場所 自隊サイト 日時 班の裁量で決めてください 

内容 大地に寝そべって夜の星をながめて嫌なことを宇宙に吸い取ってもらおう 

備考 危険のないように留意してください 

 

(3) 場外プログラム 

県キャンポリーホームページから班でやってみたいこと、言ってみたい所、見てみたい所な

どを探して、ハイキングやサイクリングなどを考えてみよう。 

実施するときは必ず、プログラム計画書と安全計画書を作成して隊長と隊安全管理者の指導

者の承認を受けてください。 

場外―１ 海の宝石ハイキング 自隊 

場所 会場近辺 日時 班の裁量で決めてください 

内容 与えられた課題を解きながらスカウトスキルを駆使して宝物を探す冒険 

備考 読図、野帳の書き方を事前に練習する 

場外―２ 斥候、古代人を探せ 自隊 

場所 秘密 日時 班の裁量で決めてください 

内容 遺跡調査をするルートを記録に残し、次に続く調査隊に渡せるようにしよう 

備考 読図、コンパスの使い方、野帳、救急法、計測法を事前に練習する 

場外―３ インディジョーンズ魔宮の冒険 自隊・提供 

場所 鋸山 日時 調整中 

内容 魔宮を求めて冒険に行こう 

備考 事前申し込みが必要です 鋸山近くまで往復のバスを運行します 

場外―４ 富津に釣りキチ集合！ 自隊 

場所 富津岬 日時 班の裁量で決めてください 

内容 釣り 

備考 釣り道具、ライフジャケットなど必要装備は班で用意してください 

場外―５ 環境にやさしい循環型社会！？ 自隊 

場所 工場 日時 9 日 9:00～12:00 

内容 持続可能な社会を実現するための環境問題を考える 

備考 事前申し込みが必要です 

場外―６ 消防防災センターに行こう！ 自隊 

場所 消防防災センター 日時 8,10 日 9:00～12:00 

内容 消火器体験と煙中避難訓練 

備考 事前申し込みが必要です 
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場外―７ 富津公園どうでしょう 自隊 

場所 富津岬 日時 班の裁量で決めてください 

内容 自然に囲まれ、歴史に満ちあふれた富津岬を自分たちの足で探訪しよう 

備考 班で富津岬の事前調査をしてください 

 

(4) 全体行事 

全体―１ 開会式 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 6 日 19:00～20:00 

内容 さあキャンポリーのスタートだ！ みんなの力で冒険を始めよう 

備考 制服、大会キャップ、ID カード着用 

全体―２ 大集会 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 7 日 19:00～20:30 

内容 千葉県のスカウトが、日本全国のスカウトがひとつになろう 

備考 制服、大会キャップ、ID カード着用 

全体―３ 信仰奨励 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 7~10 日 9:00～12:00 

内容 信仰の教えについて理解や信仰心を深めることを奨励して宗教儀礼を行います 

備考 制服、大会キャップ、ID カード着用 

全体―４ 閉会式 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 10 日 19:00～20:30 

内容 ２１CC を振り返りながら、明日に、100 年後に向けたスタートをします 

備考 制服、大会キャップ、ID カード着用 

 

(5) カブプログラム 

カブ―１ はじめてのキャンポリー 自隊・提供 

場所 キャンプサイトエリア 日時 8 月 7~10 日 9:30～16:30 

内容 ガイドブックに沿ってキャンポリー会場を探検してみよう 

備考 自団ボーイ隊に案内してもらうことも事前に調整してください 

カブ―２ くまキャンプ 自隊・提供 

場所 キャンプサイトエリア 日時 8～9 日 

内容 キャンポリー会場でくまキャンプをしましょう 

備考 隊でテントやキャンプ用具を準備して隊指導者と一緒に参加してください 
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(6) ジャンボリー日本一プログラム 

日本全国のスカウトと３種のスカウトスキルを同じルールで競って日本一を

決めます。 

NSJ―１ わが旗かざし・班旗立て 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 8 日 9~12 時 13~16 時 

内容 与えられた材料で班旗を自立させ、かつ、より高く(3m 以上)立てる 

備考 制服、大会キャップ、ID カード着用 

NSJ―２ 火を絶やすな・火起こし 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 9 日 9~12 時 13~16 時 

内容 用意された材料でかまどを作り、持参した薪等をセットして火をつけ、麻なわを

焼き切る 

備考 制服、大会キャップ、ID カード着用 

NSJ―３ ジョン・ブラン・手旗信号リレー 提供 

場所 場内プログラムエリア 日時 7 日 9~12 時 13~16 時 

内容 手旗信号を受信して、送信リレーする手旗信号による伝言ゲーム 

備考 制服、大会キャップ、ID カード着用 

 

今大会では、スカウトの皆さんがキャンポリーで愉しめるたくさんのプログラムヒントを用意

しました。 

掲載したプログラムすべてをキャンポリー期間中に行うことはできませんので、これから先、

隊でのプログラムを行うときの参考にしてください。 

ボーイスカウトは班の仲間とスカウトハンドブックベーシックを、ベンチャースカウトは隊の

仲間とスカウトハンドブックアドバンスを見ながらこれからもスカウト活動をエンジョイして

ください。 
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5. エンジョイ・キャンポリーアワード 

ボーイスカウトらしく県キャンポリーの生活や活動プログラムに積極的に参加して、エンジョ

イしたスカウトに「エンジョイ・キャンポリーアワード」を授与します。 

すべての項目にサインを得て、隊長の承認をもらいましょう。 

 内  容 サイン 

１ キャンポリーの生活や活動の中で「ちかい」と「おきて」を実践

した。 

隊長 

２ キャンポリー期間中、奉仕活動プログラム、日日の善行に取り組

んだ。 

隊長 

３ 快適なキャンプ生活を送るために野外工作を作成して、日々の

改善に取り組んだ。 

班長 

４ キャンポリーの生活や活動の中で自分に与えられた役務に責任

を持って取り組んだ。 

班長 

５ 班や隊で行ったスカウツオウン・サービスに参加した。 

 

班長 

６ 交換プログラムを行って、新しい仲間ができた。 

 

班長 

７ 班活動プログラムを計画して、実施した。 

 

班長 

８ ウエルカムプログラムを実施して、キャンポリーのことやボー

イスカウトのことをビーバーやカブに話した。 

班長 

９ キャンポリー期間中、元気で笑顔だった。 

 

班長 

10 ボーイスカウトのことがもっともっと好きになった。 

 

班長 

 修 了 認 定                  隊長 
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