
場内プログラム配置図



【18NSJﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル NSJ-1　わが旗かざし「班旗立て」 （事前申し込み必要）

実施日時 ８月7･8･9･10日 9時～15時 1時間毎にスタート ※12時を除く

 8日(月)は14時最終受付 受付場所 サイトDEFG

プログラム ・班対抗のタイムトライアル（25分を超えると失格）

概要

　班旗を自立させ、かつ、より高く（3m以上）立てる。

参加条件 5人以上8人以下/班 ※5人以下の班でも参加可

実行委員会側の 麻縄、3cmΦ～5cmΦで1.5ｍの竹3本×/班、ﾍﾟｸﾞ×3本/班

備品・資機材 ストップウォッチ×/班、計測棒(国旗ポール、指金)×/班

スズランテープ、杭、ナイフ、メジャー

注意事項 ・棒及びハンマーを扱う時は周りを良く確認してから扱う

・熱中症に気をつける

班・個人の持ち物 班旗（サイズは問わないが、基準はスカウト用品にて販売

されている「班旗」の大きさ）、ハンマー×1個

服装 活動着、大会キャップ、ＩＤカード

スカウトスキル ・安全

・ロープ結び

班での事前準備事項 ・チームワーク ・どのようにして立てるか、作戦

・ロープ結び

備考 ＳＨＢＢ第3章・第5章

安全・ロープ結び

プログラム計画書

・各班に与えられる、1.5mの竹×3本・ペグ×3本・麻縄を利用し、



【18NSJﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル NSJ-2　火を絶やすな「火起こし」 （事前申し込み必要）

実施日時 ８月7･8･9･10日 10時～15時 1時間毎にスタート ※12時を除く

8日(月)は14時最終受付 受付場所 サイトJ

プログラム ・班対抗のタイムトライアル

概要 ・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

参加条件 5人以上8人以下/班 ※5人以下の班でも参加可

実行委員会側の

備品・資機材

注意事項

班・個人の持ち物

服装

スカウトスキル

班での事前準備事項

備考

活動着、大会キャップ、ＩＤカード

・安全

・火起こし

焚き付けの準備・練習                

ＳＨＢＢ第3章・第5章

安全・火起こし

プログラム計画書

ブロック × 8個 /班、麻なわ・BBQ用焼き網  ×1枚 /班、

 マッチ、重石、火ばさみ×1つ /班、防火用水（バケツ等）

ストップウォッチ、燃えさしを入れる缶又は金バケツ

ほうきとちりとり、記録表、受付用テーブルとイス

火傷に気をつける、化繊の衣類の人は特に要注意

薪や焚き付けのささくれに注意　

軍手または革手、土嚢袋入りの薪、焚き付け、消火道具

※規程サイズ

土嚢袋(62cm×48㎝以下)、焚き付け袋(279mm×268㎜以下)



【18NSJﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル NSJ-3　ジョン ·ブラン「手旗信号リレー」 （事前申し込み必要）

実施日時 ８月7･8･9･10日 9時～15時 1時間毎にスタート ※12時を除く

7日(日)は10時から開始 受付場所

プログラム プログラム方式 班対抗競技(班対抗のタイムトライアル)

概要 プログラム概要 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

クール数：92 参加対象 ボーイスカウト(班単位)

参加条件 5人以上8人以下/班 ※5人以下の班でも参加可

実行委員会側の 班ごと サテライトごと

備品・資機材 ①問題カード 1枚 ①ストップウォッチ 1個～

②解答用紙 1枚 ②ホイッスル 1個

③クリップボード 1枚 ③地点フラッグ 4 本

④予備の筆記用具 若干 ④目隠し(詳細後述) 3セット

注意事項 ･パーテーションの張り綱に足を引っ掛けない様に気を付ける

班・個人の持ち物 ①手旗(各自)

②筆記用具

服装

スカウトスキル 手旗スキル

班での事前準備事項

備考 問題カードは「カタカナ + 記号で 10 文字」を数パターン

地点フラッグは「a赤、b白、c黄色、d緑 →カブの組旗の色)

プログラム計画書

サイト B･C

活動着、大会キャップ、ＩＤカード



【提供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー１　スカウトカフェ （一部事前申し込み必要）

実施日時 10時 集合 16時 解散予定

受付時間 受付場所　体育館

プログラム スカウト同士がゲームなどを通して交流します。（参加自由）

概要 スタンツを発表する班は事前申込をしてください。

参加条件

実行委員会側の ゲームに使うアイテム

備品・資機材

注意事項 体育館内で走り回らない

班・個人の持ち物 ・個人装備　スタンツ用小物

・靴を入れる袋

服装 活動着、ＩＤカード

スカウトスキル 計測･結索･記憶力など

班での事前準備事項 スタンツの練習

備考

プログラム計画書

８月7日(日)、9日(火)

なし、人数が多くなった場合には、先に来た班から退出していただく場合があります。

  スタンツ受付10:00, 10:3013:30, 15:00



【提供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー２　丸太スライス （事前申し込み必要）

実施日時 10時～15時 1時間毎にスタート ※12時を除く

 8日(月)は14時最終受付 受付場所 プログラムサイト

プログラム 直径６cm程度の丸太をのこぎりでスライスする

概要 持参した、のこぎりでタイムトライアル

クール数：152

BS：96

ゲスト&CS：56

参加条件 8人以下/班

実行委員会側の 丸太･焼印･熱源(豆炭又は炭)･七輪･枕木･ブルーシート

備品・資機材 のこぎり･電動ドリル･ひも･マジック･紙やすり

注意事項 刃物を使用する前にスカウトハンドブックベーシックP235

刃物の責任項目を隊長に認めてもらい、サインを得る。

班・個人の持ち物 BS：のこぎり(ケース又は段ボール等で刃が養生された物)･軍手

CS：軍手 

服装 活動着･大会キャップ･IDカード

スカウトスキル のこぎりの使い方

班での事前準備事項

備考 SHBB 第5章 ② 設営 P238

21CCロゴの焼印を入れて、オリジナルの記念品を作る。

キーホルダーやコースターを作る。

プログラム計画書

BS

BVS･CS

８月7･8･9･10日

のこぎりが使えないスカウトは保護者又はスタッフが

手伝い、表にイラストを描き、裏面に焼印を入れて



【提供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー３　パイオニアリング （事前申し込み必要）

実施日時 ８月7・8・9・10日 集合：受付30分前 解散：3h後

受付時間：午前9時/午後1時 受付場所：場内ﾊﾟｲｵﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾞｰｽ

プログラム 2班で協力して行うプログラム

概要

クール数：8

参加条件 8人/班推奨 ※7人以下の班は、別の班と一緒に参加となる事があります

実行委員会側の 丸太材：8～１0cmD×3ｍ×10本、4ｍ×6本、（予備4ｍ×2本）

備品・資機材 2×4材：1985mm　×　10本（×2set）

クレモナロープ　φ６mm　約２２０ｍ

ﾍﾟｸﾞ(大)(足固定用４本）・ｶｹﾔ　１ｹ・ｽｽﾞﾗﾝﾃｰﾌﾟ　１巻

枕木用角材　20cm□×30cm　×　12ｹ

引き棒　3cmD×20cm　×　20本

プライヤー　４丁・ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ　2巻・ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ2×４　2枚

設計図（事前配布）、ﾍﾙﾒｯﾄ（参加者＋ｽﾀｯﾌ）、ﾎｲｯｽﾙ、救急箱

注意事項 前日に班名簿・模型・計画書・KYT記録を提出

プログラムが始まる前に行われる安全教育を受講する

プログラム中はスタッフの指示に従う

必ず、隊指導者が立ち会う

班・個人の持ち物 事前に作成した模型、手順書、役割分担表

ｸﾞﾘｯﾌﾟ手袋(革手袋)・帽子・ﾀｵﾙ・水筒

服装 活動着、大会キャップ、ＩＤカード、しっかりとした運動靴

スカウトスキル 角しばり、すじかいしばり、まきむすびがしっかりできる

班での事前準備事項 設計図を基にして模型を作成する

PSDから提供される計画書・手順書の内容確認

ＫＹＴ記録（組立時及び解体時）

備考 ＳＨＢＢ　第６章 ４．パイオニアリング p.330~337

作業面積　30ｍ×30ｍ

D)解体

E)返却

プログラム計画書

丸太とロープを使って台形橋脚を使った軽架橋を構築する

A)事前課題確認（模型・計画書確認・ＫＹＴ　他）

B)部材確認（数量・破損の有無　他）

C)組み立て



【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー４　ボランティア

実施日時 ８月7・8・9・10日 集合：受付10分前 解散：1～2h後

受付時間：午前9時/午後1時 受付場所：検討中

プログラム ・運営各部（フードサービス・生活サービスへの奉仕）

概要 奉仕作業内容例：

・GAD（ゼネラルサービス部）

受付(GEST)、案内看板の作成・掲示

・CSD（キャンプサービス部）

トイレ掃除・タンク補給、シャワー室掃除

ゴミ捨て場の清掃、場内の清掃、体育館のトイレ清掃

・CMD（セイフティサービス部）

救護所の清掃・布団干し

・FSD（フードサービス部）

配給エリアゴミ拾い

・PSD（プログラムサービス部）

各プログラムの受付、準備、片付け

・その他

会場周辺のゴミ拾い、公民館周辺の清掃、川辺の清掃

参加条件 人数条件なし

実行委員会側の 各部署からの依頼書集約

備品・資機材 おつかれさまでしたシール

注意事項 各奉仕内容に合わせて想定できるＫＹＴを事前に行う

振り返りを行う

班・個人の持ち物 ID・軍手・タオル・水筒。その他PRG毎に定めるもの

服装 活動着、大会キャップ、ＩＤカード、しっかりとした運動靴

スカウトスキル 善行、奉仕

班での事前準備事項 奉仕計画書の作成（書式は任意）

備考 SHBB 第7章 １.奉仕　p.346~348

プログラム計画書



【提供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー５　全部見せます！キャンポリーツアーin 富津

実施日時 ８月7・8・9・10日 集合：10分前 解散：1h後

受付時間：9～11時/13～15時 受付場所：確認中

プログラム 21cc会場内の各部署をｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ方式で回る

概要 各部署の役割を立て看板に掲載する

各部署にｽﾀﾝﾌﾟを設置

参加条件 人数条件なし

実行委員会側の GAD・CSD・CMD・FSD・PSDの窓口へ部署別の主な役割を

備品・資機材 A3用紙に要約しﾗﾐﾈｰﾄして掲載する

ﾄｲﾚ・ｼｬﾜｰ室・ｺﾞﾐ捨て場・売店などの紹介用立て看板作成

各ﾎﾟｲﾝﾄのｽﾀﾝﾌﾟ・ｽﾀﾝﾌﾟ台準備

ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ用台紙・首下げ紐（200名分）

注意事項 立ち入り出来る箇所を明確にし危険な場所には立ち入らない

熱中症対策として1.0ｈ程度で終わるように案内する

班・個人の持ち物 IDカード・タオル・水筒

服装 活動着・帽子

スカウトスキル

班での事前準備事項 活動時間を決めておく

備考

プログラム計画書



【提供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー６　世界の仲間と知り合おう （事前申し込み必要）

実施日時 ８月7・8・9・10日 集合：10分前 解散：1h後

受付時間 受付場所 PSDﾏｰｷｰﾃﾝﾄ

プログラム アマチュア無線、インタネットを理解して、アマチュア無線や

概要 インタネットで、国内、海外の人々およびスカウトと交流する。

1クール：1時間/8名以下

荒天時は中止の可能性あり

実行委員会側の 無線機、アンテナ、パソコン、マーキーテント -2張、遮光ネット

備品・資機材 机4本、椅子15脚、WiFi、交信証（QSLカード）記念品、

厚べニア２枚、垂れ幕、アルコール消毒液

注意事項 無線機器裏側やアンテナ本体に触り、感電しないようにする

班・個人の持ち物 筆記用具

服装 活動着･大会キャップ･IDカード

スカウトスキル 国内外との交流

班での事前 JOTA-JOTIの意味、活動内容、参加の仕方を調べる

準備事項 アマチュア無線について調べる。交信で話したいことをまとめておく。

備考 SHBB第９章１．世界のスカウティング p.388-389

悪天候の場合は中止となります。

プログラム計画書

  9:00, 10:30, 13:00,

 14:30(10日PM無)



【提供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー７　君の景色を伝えきれ （事前申し込み必要）

実施日時 ８月7･9日 10時～15時 1時間毎にスタート ※12時を除く

受付時間 10,11,13,14,15:00 受付場所 体育館

プログラム ①トランシーバーの概要・使い方の説明　　②協力ゲーム

概要 班内でA・Bグループに分かれる。Aは手元のカードの絵を

トランシーバーでBに伝え、Bは手元のカードから同じカードを

クール数：10 選ぶ。裏に描いてある絵を今度はAに伝える。何度か繰り返し、

最後に伝達が成功していたかパズルで答え合わせ。パズル完成で

クリアとなる。参加班の歴代クリアタイムを掲示し、競う。

参加条件 5人以上8人以下/班 ※4人以下の班は、他の班と一緒に参加となる事があります

実行委員会側の 小電力トランシーバー、机、ストップウォッチ、

備品・資機材 カード、パズル、タイム掲示板(ダンボール)、付箋、ペン

トランシーバー及びゲームの説明書

注意事項 トランシーバーの間違った使い方をしないようにする

備品を大切に扱う

班・個人の持ち物 メモ、筆記用具

服装 活動着、IDカード

スカウトスキル トランシーバーの取扱い技能

班での事前準備事項 携帯電話とトランシーバーの違い、トランシーバーの使い方等

を予習してくる。

備考 SHBB 第６章 ３.通信　p.326~328

所要時間約45分

プログラム計画書



【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー８　被災者に水を届けろ

実施日時 班の裁量で行ってください

プログラム 班でろ過器を設計・作成し、水をろ過する。

概要

実行委員会側の

備品・資機材

注意事項 ろ過した水は飲まない。

班・個人の持ち物 班、工具箱、ｶｯﾀｰ　小石（４Lペットボトルの1/8ぐらい）

砂、麻布

火消缶で作成した炭　４Lのペットボトル1本

服装 作業着

スカウトスキル 野外料理・水

スカウトハンドブックP254の実践

班での事前準備事項 簡易ろ過器の作成方法を事前に確認する。

備考

プログラム計画書



【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー９　目指せ測量士

実施日時 班の裁量で行ってください

プログラム 歩測とコンパスを使って、図面を描こう。

概要 各班で会場内に複数のポイントを決めて歩測とコンパスを使って

周回するコースの図面を作成する。

大会会場東側の市民ふれあい公園の遊歩道もおすすめ

実行委員会側の

備品・資機材

注意事項 他の人の迷惑にならないように活動しよう。

班・個人の持ち物 コンパス・筆記用具

服装 活動着･大会キャップ･IDカード

スカウトスキル コンパス、計測、歩測

班での事前準備事項 野帳のつけ方を事前学習する

備考

プログラム計画書



【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー10　獲物を捕らえろ

実施日時 班の裁量で行ってください

プログラム

概要

隊の備品･資材 獲物（丸太･立てられる薪･ペットボトル等）、円を描くロープ

注意事項

班・個人の持ち物

服装 活動着･大会キャップ･IDカード

スカウトスキル ロープワーク

班での事前準備事項 投げ縄の練習

備考

周囲の人にロープが当たらない様に間隔をあけ、順番を守る

6mスカウトロープ
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投げ縄を使って獲物を捕らえる

半径2mの円の中心付近にいる獲物に向かって班のメンバーが、

順番にロープで投げ縄を作って投げ、獲物を捕らえて円外に

吊りだす。



【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー11　突撃！となりの晩御飯

実施日時 お互いの班の裁量で行ってください

プログラム

概要

実行委員会側の

備品・資機材

注意事項

班・個人の持ち物

服装

スカウトスキル

班での事前準備事項

備考

コミュニケーション能力、企画力、炊事スキル

炊事のクリーンハンド、ダーティーハンドにかかわる能力。

協働して炊事、班紹介やプログラム、ゲームを決める。

※ 双方の隊長の許可を受けてから行ってください。

時間が許せばゲームや歌などで交流を深める。

火の扱い、刃物の扱いには事前に隊長の許可を得る。

ルール等を守り周りの隊に迷惑にならない様配慮をする。

一緒に食べる食事、食器、ゲーム等に必要な用品、笑顔。

交流する隊同士で決めた服装
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初めて会った他の隊のスカウトと食事をしながら交流しよう。

できれば双方の上級班長や隊付が交流会の内容を企画･運営

をする。　メニューのチョイス、食材の調達、炊事、調理、

食事、後片付けも交流会のプログラムとして進める。



【VSﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー12　レモネードスタンド （ベンチャーのみ事前申し込み必要）

実施日時 9：00 集合 16：00 解散予定

受付時間 10：00 ～15：00 受付場所 体育館

プログラム レモネードの販売を通じて小児がんの実態を学ぶ。

概要 レモネードの販売　1杯200円

売上を全てレモネードスタンド協会に寄付を行う。

参加条件

実行委員会側の 氷・紙コップ・ペットボトル水・砂糖

備品・資機材 机・椅子・クーラーBOX2個

注意事項 衛生面に気をつける

班・個人の持ち物 寄付金各自200円

服装 活動着･IDカード

スカウトスキル ジュニアリーダー

班での事前準備事項 小児がんへの理解を深めておく

備考
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８月7日(日)、9日(火)

本プログラムは販売スタッフの募集のためベンチャースカウトのみ対象です



【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー13　The 計測

実施日時 班の裁量で行ってください

プログラム 君のからだをスケールにして測って、計って、量ってみよう。

概要 ① 2点間の距離（歩測） ④ 指定された物の高さ

② 1Kgの砂 ⑤ 時間（心拍数）

③ 1ℓの水

実行委員会の 砂、水（容器）、高さ用のポール等、歩測スタート目印を

備品・資機材 会場内に設置します。

注意事項

班・個人の持ち物 筆記用具、飲み物

服装 活動着･大会キャップ･IDカード

スカウトスキル 自分のからだの寸法

計測スキル

班での事前準備事項 簡易計測器等が必要であれば事前に使い方に慣れておく。

備考 SHBB 第1章 1項目 P.29

SHBB 第6章 2項目 P.312～321
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【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー14　一緒にキャンポリー

実施日時 隊・団の裁量で行ってください

プログラム ・自団のBVS・CSにｷｬﾝﾎﾟﾘｰでの生活の様子をわかりやすく説明する

概要 （野営生活中の1日の日課・ｻｲﾄ設計・装備・食事・宿泊について紹介）					

・BS隊から見学に来てくれたBVS・CSに向けてゲームを提供

※自団の後輩ｽｶｳﾄたちにBS隊になったら出来る活動を紹介しよう

　どんなことができるかな？

実行委員会側の

備品・資機材

注意事項 ※事前に自隊のBS隊と見学隊で参加日時を調整しておいてください

危険なことが含まれていないか隊ﾘｰﾀﾞｰは事前に内容を確認し、

実施中も見守ってください。

BVS・CSに自隊のｻｲﾄ以外に立ち入りは禁止であることをしっかりと

説明してください。

※薪割りなど危険を伴う体験はＮＧとする

※見学は自団のBVS・CSのみとする

班・個人の持ち物

服装 活動着･大会キャップ･IDカード

スカウトスキル SHBB 第８章 ５.ジュニアリーダーのやりがい　p.376~379

班での事前準備事項 BVS・CS向け説明資料

備考
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【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー15　減災　ぼくらにまかせなさい

実施日時 班の裁量で行ってください

プログラム スカウトのキャンプ技能や知識、意識には災害に生かせるものが

概要 たくさんある。

アイディアを事前にHPに投稿して他の隊も共有できるようにしよう。

災害の時に生かせるアイディア＝キャンプでも生かせるアイディア

について、班で話し合ってキャンポリーで試してみよう。

ハイキングをしながら、危険個所を見つけて記録する

あると便利な防災グッズを作ってみる。

例えば、常温保管食材、食器を汚さない、洗濯、エコ調理、ロープ					

炊事器具　灯り　ゴミの減量　衛生管理　等々

すてきなアイディアは、閉会式で発表します。

自治体や書籍等の防災ハンドブック等も参考にするのも良し。

実行委員会側の ホームページ内にアイディアを投稿できるサイトを準備します

備品・資機材

注意事項 実行する前に、隊長が安全に行える内容か確認と指導を行う。

班・個人の持ち物 班で計画した実行に必要な用具

服装 プログラムに応じた適切な服装

スカウトスキル キャンプ　　ハイキング　野外工作　などなど

班での事前準備事項 減災について班で話し合い、グッズを作る

備考 SHBB 第３章　冒険をはじめるために（自助、共助のスキルと心構え）　

SHBB 第４章、第５章、第６章、第７章、第８章
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【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー16　キッチンコンテスト

実施日時 班の裁量で行ってください

プログラム

概要

実行委員会側の ホームページ内にアイディアを投稿できるサイトを準備します

備品・資機材

注意事項

班・個人の持ち物 キャンプクラフトを作成する材料、道具					

服装 活動着、大会キャップ、（革）手袋、ＩＤカード

スカウトスキル

班での事前準備事項 班キャンプなどで事前にキャンプクラフトの腕を磨いておく

備考 SHBB 第５章 ２.設営　p.217　p.218~234
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刃物を使う前にSHBBのp.235の表の項目の責任を

果たせることを隊長に認めてもらい、サインを得る

ロープ結び、刃物の取り扱い

創意工夫、協力

・班で考え、デザインしたキャンプクラフトを作って写真を撮って

特設サイトに投稿しよう。

①しっかりできていること、②使い勝手が良いこと、

③衛生的であること、④班での工夫・協力すること。

・許可を得て、他の班のキャンプクラフトを見学させてもらいましょう。



【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー17　自慢のキャンプめしコンテスト

実施日時 班の裁量で行ってください

プログラム 班自慢の「うまい」キャンプめしを作って特設サイトにあげよう

概要 例）コッヘル一つでこんなにうまいスープパスタ、

メインディッシュに限らず、デザートでも！

・我が班、伝統の一品 ・時間と手間をかけたすごいめし

・SNS映えするかわいいごはん

実行委員会側の ホームページ内にアイディアを投稿できるサイトを準備します

備品・資機材

注意事項

班・個人の持ち物 調理に必要な備品・食材

服装 活動着、大会キャップ、ＩＤカード

スカウトスキル 野外調理スキル

班での事前準備事項 班でメニューの研究や実験をして、腕を磨いておく					

備考 ＳＨＢＢ　第５章　３野外料理　p.255~262
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【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー18　きぼうの光を見つけよう

実施日時 班の裁量で行ってください

プログラム 国際宇宙ステーション(ISSきぼう)や星座を観察し、

概要 写真を撮影してコメントを添えて特設サイトにアップロードしよう。

実行委員会側の ホームページ内にアイディアを投稿できるサイトを準備します

備品・資機材

注意事項

班・個人の持ち物

服装 夜の活動に適した服装					

スカウトスキル

班での事前準備事項

備考 SHBB第6章　５ 星座観察 p.338~341

http://lookup.kibo.space　※きぼう運営情報

観察日前後のISS飛行計画を入手する。

観察日前後の探しやすい星座を調べておく。
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夜間に活動する際は、必ず班で行動する

早朝、深夜に活動する際は他サイトに迷惑をかけない

星座表(SHBB第6章　５星座観察 参考)

望遠鏡、カメラ等　移動時にはヘッドライト等	

星座観察、月の観察、星座を利用した方位の発見                                         観天望気 (SHBB 第4章-3 p.178参考)                                        

http://lookup.kibo.space/
http://lookup.kibo.space/


【自隊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 第２１回千葉県キャンポリー プログラムサービス部

タイトル 場内ー19　星空の下のディスタンス

実施日時 班の裁量で行ってください

プログラム

概要

実行委員会側の

備品・資機材

注意事項

班・個人の持ち物 移動時にはヘッドライト必須

服装 夜の活動に適した服装

スカウトスキル

班での事前準備事項

備考
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月や星の観察って何がおもしろいんだろう･･･?

いや待てよ、静かに夜空を眺めていると何か心が落ち着いてくるような気が する。

 学校や部活でのチョッとした嫌な事、友人関係の悩み、目覚めから忙しい

キャンプ･･･、そんな時間やストレスから解放されて、ただ何も考えずにボーっと

夜空を眺めていると心が洗われる、気持ちが楽になる気がする。 将来の事、家族や友人

の事など落ち着いて考えてみるのもいい。

日々忙しい生活から解放されるこんな時間があっても良いんじゃないかな。

消灯時間までの活動とする

班活動とし、個人では行わない


