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日　　付 内　　　　　　　　容 場　　　　　　　所

4月3日 臨時地区委員会　 立川市子ども未来センター

4月6日 団委員会 城山文化センター

4月6日～7日 稲城市桜まつり（支援事業） 農協広場
4月14日 ボーイスカウトと遊ぼう集会（団行事） 城山公園

4月14日 地区総会・懇親会　　 昭島市市民交流センター

4月21日 団総会・団会議 城山体験学習館

5月3日　4日～5日 手作り市民祭り参加、出店（支援事業） 向陽台広場

5月11日 団委員会 城山文化センター

5月19日 東京連盟総会 NYC（オリンピックセンター）

5月25日 団会議 城山文化センター

5月26日 ふれあいの森　テント設営奉仕 稲城市キャンプ村

6月1日 地区支援事業（ボウリング大会） 立川市スターレーン

6月8日 団委員会 城山文化センター

6月22日～23日 CS隊準備舎営 大丸地区会館

6月22日 団会議 大丸地区会館

6月29日～30日 BS隊準備キャンプ 大谷戸公園

7月6日 隼章面接・団委員会 城山文化センター

7月7日 CS隊キャンプ説明会 城山文化センター

7月20日 BS隊キャンプ説明会 城山体験学習館

7月28日 BS隊キャンプ下見 八ヶ岳

8月2日～5日 CS隊夏季舎営 奥多摩

8月10日 団委員会 城山文化センター

8月12日～15日 BS隊夏季キャンプ 八ヶ岳

8月18日 備品整理　団本部整頓 平尾団本部

8月25日 団会議 城山体験学習館

9月7日 団委員会 城山文化センター

9月8日 稲城市おとしよりの感謝のつどい奉仕 駒澤学園

9月16日 スカウトの日（清掃奉仕） 稲城市ふれあいの森

10月6日 赤い羽根共同募金 矢野口駅・稲城駅・若葉台駅

10月26日～27日 稲城市　市民祭り出店（支援事業） 中央公園

10月27日 地区ラリー（地区行事） 立川市昭和記念公園

11月2日 団委員会 城山文化センター

11月9日～10日 アウトドアフェスティバル（地区行事） 立川市昭和記念公園

11月17日 RS　100Kハイク奉仕 立川印刷

12月7日 団委員会 城山文化センター

12月28日 団忘年会 京王稲田堤

12月31日 篝火奉仕 杉山神社

1月11日 餅つき準備・団会議・団委員会 団本部・城山文化センター

1月12日 地区登録説明会 立川市子ども未来センター

1月12日 餅つき大会（団行事） 稲城市ふれあいの森

1月18日 東京連盟新年賀詞交換会 市ヶ谷

1月26日 名誉会議・団会議 城山体験学習館

2月2日 地区団登録審査 立川市子ども未来センター

2月9日 スキー訓練準備集会 城山体験学習館

2月22日～24日 スキー訓練（団行事） 嬬恋スキー場（東海大研修センター）

3月7日 団委員会　中止 城山文化センター

3月8日 ふれあいの森開村作業　中止 稲城市キャンプ村

3月15日 臨時団会議（感染対策） 城山文化センター

3月29日 臨時団委員会（感染対策）中止 城山文化センター

地区協議会 4月14日、7月15日、9月23日、2月24日

団委員長会 7月15日、9月23日、12月22日、2月24日

2019年度団活動報告

（自2019年4月１日～至2020年３月３１日）



日　　付 内　　　　　　　　容 場　　　　　　　所

4月5日 募集集会　チラシ配布　中止 市内全域

4月4日～5日 稲城市桜まつり　(支援事業）中止 農協広場

4月5日 多摩川美化運動参加　（奉仕）中止 多摩川北緑地公園

4月12日→19日変更 上進式・任命式　中止 　　「臨時団会議開催」 城山公園

4月12日 地区総会・懇親会（地区）中止　メール承認 昭島市市民交流センター

4月19日 ボーイスカウトと遊ぼう集会（団行事）中止 城山公園

4月29日→ 団総会　延期 城山体験学習館

5月3日　４日～5日 手作り市民祭り参加、出店（支援事業）中止 向陽台広場

東京連盟総会 NYC

6月6日 団委員会 城山文化センター

団会議 城山文化センター

7月4日 団委員会 城山文化センター

夏季キャンプ下見（CS隊・BS隊）

夏季キャンプ説明会

7月31日～8月3日 夏季舎営（CS隊） 山梨県、西湖

8月1日 団委員会 城山文化センター

8月9日～１4日 夏季野営（BS隊） 山梨県　すずらんキャンプ場

9月5日 団委員会 城山文化センター

9月13日 スカウトの日　正吉苑清掃　（奉仕） 稲城市ふれあいの森　　正吉苑

団会議 城山文化センター

10月3日 団委員会 城山文化センター

10月4日 赤い羽根共同募金　（奉仕） 南武線.矢野口　京王線.稲城・若葉台

10月17日～18日 稲城市　市民祭り出店　（支援事業） 中央公園

10月25日 地区ラリー参加（地区）

11月7日 団委員会 城山文化センター

団会議 城山文化センター

12月5日 団委員会 城山文化センター

12月31日 篝火　（奉仕） 平尾　杉山神社

1月9日 団委員会 城山文化センター

1月11日 登録説明会（地区）

団会議 城山文化センター

1月10日 餅つき大会　（団行事） 稲城市ふれあいの森

1月17日 隊面接審査

1月24日 名誉会議・登録審査資料作成

2月6日 団委員会 城山文化センター

団会議 城山文化センター

2月7日 登録審査（地区）

団会議 城山文化センター

3月6日 団委員会 城山文化センター

団委員研修会（地区）

3月7日 ふれあいの森開村準備（奉仕） 稲城市ふれあいの森

３月 募集集会　チラシ配布 稲城市内

地区協議会 4月12日、7月19日、9月22日、2月28日

団委員長会 7月19日、9月27日、12月20日、2月28日

2020年度団活動計画（案）

（自2020年4月１日～至2021年3月３１日）



稲城１団 BVS 隊 2019 年活動報告 

 

活動日   活動内容    活動場所 

2019 年 

4 月7 日（日） 多摩川清掃(団)         北緑地公園 

4 月14 日（日） ボーイスカウトと遊ぼう（団）  城山公園 

5 月26 日（日） 城山探検隊         城山公園 

6 月2 日（日） サツマイモ苗付け 平尾団本部 

6 月16 日（日） 模型自動車づくり      城山体験学習館 

6 月30 日（日）  ハイキング、バンダナづくり  生田緑地 

7 月28 日（日） 水遊び 雨のため、場所変更   城山体験学習館 

8 月11 日（日） ザリガニ釣り        上谷戸親水公園 

8 月25 日（日） デーキャンプ        若葉台公園 

9 月1 日（日） 市内ハイキング       読売ランド周辺 

9 月16 日（祝） スカウトの日（キャンプ場清掃）（団） ふれあいの森 

10 月6 日（日） 赤い羽根共同募金（団）   矢野口駅、稲城駅、若葉台駅 

10 月27 日（日）  地区ラリー         昭和記念公園  

11 月3 日（日） サツマイモ収穫祭、焼き芋ファイヤー  ふれあいの森 

11 月24 日（日）  近隣ハイキング（課題ハイキング）  若葉台から永山駅 

12 月8 日（日） クリスマス会準備      城山体験学習館  

12 月22 日（日） クリスマス会        大丸地区会館  

2020 年 

1 月12 日（日） 餅つき、書き初め ふれあいの森 

1 月19 日（日） 社会科見学（縄文人の生活） 若葉台、東京都埋蔵文化財センター 

2 月8 日（土）   スケート訓練 こどもの国 

2 月16 日（日） 宇宙船づくり 城山体験学習館 

3 月： 新型コロナウィルスの感染拡大防止措置による活動自粛 



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

日付：場所   ５日／稲城 1０日／平尾 １４日／城山 １２日／城山 ９日／長峰 １３日／稲城 ４日／稲城市内 3日／ 8日／城山
12日／

ふれあいの森

日／

こどもの国

8日／

羽村動物園

おおそうじ 城山の秘密 宇宙をめざせ いろんな 虫取り デイキャンプ 勇気を 工場見学 よーく 餅つき 寒さに ビーバーを

新型コロナ 国々 だして 考えよう 負けるな 探せ

感染に伴う

活動自粛

タイトルの 奉仕の心 ルールを 宇宙をめざせ 世界の人々 観察する 野外の生活を 人の役に いろいろな 仲間と お正月を 冬のスポーツ生き物を

ねらい をまなぶ まもる を知る 楽しむ 立つことを ことに興味を 相談して 祝う をする 大切にする

する もつ きめる

多摩川清掃 ネーチャー プラネタリウム 国旗作り 虫取り 若葉台公園 赤い羽根の クリクラ ｸﾘｽﾏｽ会 餅つき スケート 動物園見学

ゲーム 天窓工房 共同募金 中央研究所 出し物準備

木の葉章 社会 自然 表現 生活 自然 自然 社会 社会 表現 生活 表現 自然

日付：場所 19日／城山 3１日／上谷戸 ２８日／城山 26日／稲城 ２３日／三沢川 21日／平尾 25日／ 日／稲城 22日／城山 31日／ 日／城山
29日／

大谷戸公園

仲間を作ろう ホタルの鑑賞 宇宙へとどけ 世界の国々 水遊び 感謝のきもち ボーイスカウト 市内探検 Xmas会 レッツ 天まで ビックビーバー

新型コロナ 洞窟探検 のなかま クッキング とどけ お別れ会

感染に伴う

活動自粛

タイトルの 地域のともだち 工夫をして いろんな国を 暑さに負けず みんなの 仲間意識 自然の恵みに 恥ずかしが 恵方巻き 正月の遊び 感謝の

ねらい と一緒に遊び 工作をする 知る 遊ぶ ためになる をもつ 感謝する らずに表現 づくり をしる 気持ちを

知ってもらう ことをする できる もつ

５隊合同での 市内の ペットボトル 世界旅行を 工作 ｽｶｳﾄの日 地区ラリー 市内ハイキング 昔からの 凧あげ ＣＳ隊と

あそぼう集会 自然を探す ロケット 満喫する 正吉苑 風習を知る 合同活動

清掃奉仕

木の葉章 表現 自然 表現、自然 社会 自然 社会 健康 自然 表現 社会 健康 社会

19・スカウトと遊ぼう 共同募金 餅つき

4.5・桜祭り

26・団総会

12・地区総会 地区ラリー

活動自粛

ボーイスカウト稲城第１団（ビーバー隊）　年間プログラム　【2020年度：2020年４月～2021年３月】

集
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　　　　　ボーイスカウト稲城第一団 団委員長 天谷　正広
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研修会

円卓会議

　　　　　ボーイスカウト稲城第一団 ＢＶＳ隊長



２０１９年度稲城第 1 団カブスカウト隊活動報告 

カブ隊長 藤原 尚郎 

 

№ 日付 区分 テーマ 内   容 活動場所 

1 4/7 団 きれいな多摩川 多摩川清掃奉仕 カブ隊基礎動作練習 北緑地公園 

2 4/14 隊 スカウトと遊ぼう ボーイスカウト体験会 ペットボトルカ―選手権 城山公園 

3 5/12 組 黄金の鶏を持ち帰れ 枝豆の苗植え、オリエンテーリング準備 団本部 他 

4 5/26 隊 西から上ったおひさま？ オリエンテーリング こどもの国 

5 6/9 組 そして誰もいなくなった 一泊舎営準備 枝豆畑点検 シーターポン作成 第 3 公民館 

6 6/22~23 隊 そして誰もいなくなった 一泊舎営  入隊式 大丸地区会館 

7 7/7 組 梅雨が明けたら・・・ 一泊舎営反省 キャンプ準備 城山公民館 

8 7/7 臨時 地面に直に座らない シーターポン作り支援 城山公民館 

9 7/28 隊 黄金の鶏を持ち帰れ 枝豆収穫 ずんだ団子作り キャンプ準備 団本部 他 

10 
8/2 

~8/5 
隊 

タイムトラベラー 

2000 年前の謎に迫れ 

本棚沢ハイク 岩石調査 自然観察 川遊び 工作 

ロープワーク キャンプファイヤー 

西丹沢 

箒沢荘 

11 8/10 組 黄金の鶏を持ち帰れ 枝豆収穫 団本部 

12 8/25 隊 2000 年前の謎に迫れ 夏キャンプ反省 感想文集製本 中央公民館 

13 9/16 団 スカウトの日 稲城ふれあいの森場内清掃 ふれあいの森 

14 9/22 組 上手く伝わるには・・・ 連絡網相談 チャレンジ章挑戦 中央公民館 

15 9/29 隊 世界の国はうまいのか？ 世界の国調べ 城山学習館 

16 10/6 団 まわりまわる 赤い羽根共同募金 市内 3 駅 

17 10/6 地区 ライオンキング 地区くま集会 ゲームラリー キャンプファイヤー ひよどり山 

18 10/27 地区 世界の果てまで行って GO！ 新多磨地区ラリー 昭和記念公園 

19 11/10 東連 即位礼パレード 即位礼祝賀御列の儀 参加 赤坂御所 

20 11/17 隊 西からリベンジ リベンジオリエンテーリング こどもの国 

21 11/23~24 くま 進めボーイへの道 くまキャンプ   ※雨天順延 大谷戸公園 

22 11/24 隊 あっちのくにはうまいのか？ 世界の国の料理対決 野外料理 大谷戸公園 

23 12/8 組 グレイテストショーマン クリスマス会準備 城山公民館 

24 12/22 ２隊 グレイテストショーマン クリスマス会 大丸地区会館 

25 
1/12 

団 稲城 1 団のお正月 お餅つき 
ふれあいの森 

26 月 もうすぐ BS 隊 月の輪集会 ① 

27 1/24 隊 月明かりの下を ナイトハイク 永山～桜ケ丘公園～大丸 多摩川沿い 

28 
2/9 

組 ワクワクしよう 乗れる乗り物工作 
城山公民館 

29 月 もうすぐ BS 隊 月の輪集会 ② 

30 2/22~24 団 スイスイ行けるのか？ スキー訓練 パルコール嬬恋 

31 3/8 隊 ワクワクしよう 乗れる乗り物工作（中止） 城山公民館 

32 3/13~14 月 もうすぐ BS 隊 月の輪集会③ くまキャンプ（中止） 大谷戸公園 

33 3/24 団 ありがとう くまお別れ集会 上進式（中止） ふれあいの森 

 

令和 2 年 3 月 31 日 



うさぎ しか くま

ようこそカブ隊 5 隊 藤原 多摩川清掃奉仕 基本動作 自然愛護の心を持つ 1 笑顔 12 役に立つ 12 役に立つ 1-2 市民

ボーイスカウトと遊ぼう 26 団 楠 スカウト募集集会 所属意識を伸ばす 10 野外活動 12 役に立つ 12 役に立つ 1-3 友情 

10 組 市内ハイク・防災ハイク準備

24 隊 市内ハイク練習

外は赤色、中は黄色 7 組 楠 サツマイモの苗付け　一泊舎営準備 9 観察 9 観察 9 観察

守護神 5 隊 渡辺 防災ハイク 好奇心と冒険心を満足させる 3 安全 3 事故の予防 3 事故の対応 1-8 災害救助員

26 組 夏キャンプ準備

23 組 夏キャンプ反省会

私たちに出来る事 13 団 楠 正吉苑清掃奉仕　サイクリング準備 愛と感謝の心を育てる 11 役に立つ 12 役に立つ 12 役に立つ 1-2 市民

風になる？ 27 隊 浦邉 サイクリング 目的達成時の充実感を感じ
る

3 安全 3 事故予防 3　事故対応 3-3 自転車博士

みんなのちから 4 団 渡辺 赤い羽根共同募金 奉仕活動に参加する 11 役に立つ 12 役に立つ 12 役に立つ 1-2 市民

くま集会 ？ 地区 楠 ボーイ隊に向けた活動 ボーイ隊への期待を高める 1 心がけ 5-4 料理家

何色が欲しい？！ 18 合同 藤原 スポーツ集会 フェアプレーの精神を養う 6 なわ結び 6 なわ結び 6 なわ結び 4-3 チームスポーツ選手

地区ラリー 25 団 浦邉 新多磨地区全体での活動 国際組織の一員である事 13 世界の国々 14 世界の国々 14 世界の国々 1-3 友情 

外は赤色、中は黄色 1 隊 楠 サツマイモ収穫祭 愛と感謝の心を育てる 9 観察 9 観察 9 観察 2-2 自然観察官

速度違反注意！ 22 組 藤原 PWD工作 目的達成時の充実感を感じる 7 工作 7 工作 7 工作 3-4 工作博士

6 組 発表会準備　PWD工作

20 隊 発表会

団 渡辺 新年 お餅つき 神仏を敬う気持ちを持つ 12 日本の国旗 13 日本の国旗 13 日本の国旗 1-2 市民

組 藤原 PWD工作 相互に影響しあう機会 7 工作 7 工作 7 工作 3-4 工作博士

月の輪集会 ① くま 浦邉 月の輪訓練 ① ボーイ隊への期待を高める 14 世界の国々 1-1 国際

速度違反注意！ 24 隊 藤原 PWD地区予選 目的達成時の充実感を感じる 3 安全 11 暮らしのマナー 12 役に立つ 3-4 工作博士

パッと蹴ってス～ 組 楠 アイススケート 相互に影響しあう機会 4 清潔 4 健康 4 救急 4-5 スケート選手

月の輪集会 ② くま 浦邉 月の輪訓練 ② ボーイ隊への期待を高める 3 事故対応　4 救急 3-9 救急博士

パッと蹴ってス～ 21 隊 楠 アイススケート 体の動きを高める 4 清潔　2 運動 4 健康 4 救急 4-5 スケート選手

速度違反注意！ 28 隊 藤原 PWD東京連盟大会 目的達成時の充実感を感じる 3 安全 11 暮らしのマナー 12 役に立つ 3-4 工作博士

夜空の向こう 7 隊 渡辺 ナイトハイク 好奇心と冒険心を満足させる 2 運動　9 観察 2 運動　9 観察 2 運動　9 観察 2-3 ハイカー

月の輪集会 ③ 20-21 くま 浦邉 月の輪キャンプ 月の輪③ ボーイ隊への期待を高める 10 野外活動 2-4 キャンパー

感謝の気持ち 21 隊 藤原 上進式 感謝の気持ちを持つ 1 笑顔 1 感謝 1 心がけ 5-4 料理家

ＣＳ隊長      藤原 尚郎
団委員長    天谷 正広

24 PWD地区予選

表現力・創作力を高める
目的達成時の充実感を感じ

る

4 清潔 8 表現 4 健康 9 表現
11暮らしのマナー

10 表現

5-3 音楽家
5-8 演劇家

5-10 マジシャン

20-21 スカキャン研

12 SFH研

？BS隊キャンプ

6 ゲームソング研
27 BS講習会

7/31
～8/3

隊 夏キャンプ

ビックリたまげた

稲城1団のお正月
速度違反注意 10

7

担当Ｌ 活動の内容

19 BS講習会
26 団総会

5

4

月 テーマ
日

(予定）
集会

12 浦邉

ボーイスカウト稲城第1団カブスカウト隊 令和２年度年間プログラム（2020年4月～2021年3月）（仮）

ボーイスカウト稲城第1団

1

3

6

7

8

9

11

活動目標

10

修得課目
選択課目

団、地区行事
（予想）

好奇心と冒険心を満足させる
所属意識を伸ばす
相互影響の機会

夏季舎営2020 藤原

好奇心と冒険心を満足させる
目標を達成する

愛と感謝の心育てる
相互影響の機会

魔法のりんご 浦邉

1 心がけ
7 工作
8 表現

13 日本の国旗

1-6 自然保護
2-1 天文学者

2-4 キャンパー
3-9 救急博士
5-4 料理家

4 清潔  3 安全
6 なわ結び 12 国旗

3 事故予防  4 健康
6 なわ結び12 国旗

3 事故対応 4 救急
6 なわ結び 12 国旗

2 28 PWD東京大会

17 DL集会
あっちゃ向いて
こっちゃ向いて

藤原 目的達成の充実感を味わう
2 運動　3 安全

5 計測

2 運動　3 事故の予
防

5 計測

2 運動　3 事故の対
応

5 計測

2-2 自然観察官
2-3 ハイカー

20～21 隊
市内ハイク
一泊舎営

2-2 自然観察官
2-4 キャンパー

1 笑顔
7 工作
8 表現

13 世界の国々

1 感謝
7 工作
8 表現

14 世界の国々



活動日 内容 場所

4月7日 隊集会　多摩川清掃・班集会 北緑地公園

4月17日 隊集会　スカウトと遊ぼう集会(モンキーブリッジ作成) 城山公園

5月12日 ＧＢ会議 宮田育成会長宅（団本部）

5月12日 班集会　ハイキング計画 宮田育成会長宅（団本部）

5月26日 隊集会　ハイキング（高尾山） 高尾山（城山ルート）

6月2日 班集会（アウル班）　隊キャンプ計画 宮田育成会長宅（団本部）

6月2日 班集会（イーグル班）　隊キャンプ計画 宮田育成会長宅（団本部）

6月9日 スカウト救急法研修会（ＢＳ、ＶＳ） 立川消防署錦出張所

6月29日 隊集会　夏季キャンプ事前訓練キャンプ 大谷戸公園

7月14日 ＧＢ会議 宮田育成会長宅（団本部）

7月14日 班集会　夏季キャンプ計画 宮田育成会長宅（団本部）

7月15日 ２４ＷＳＪ参加者激励会 日野コミニュティホール

7月20日 夏季キャンプ説明会、保護者会 城山学習館

7月27日 班集会　夏季キャンプ事前訓練 宮田育成会長宅（団本部）

8月11日 班集会　夏季野営備品集積 宮田育成会長宅（団本部）

8月11日～12日 １級旅行 立場川キャンプ場

8月12日～16日 夏季キャンプ 川崎市八ヶ岳青少年自然の家

8月18日 班集会　夏季野営備品整理 宮田育成会長宅（団本部）

9月1日 GB会議　夏季キャンプ報告書作成 宮田育成会長宅（団本部）

9月1日 １級旅行報告書作成 宮田育成会長宅（団本部）

9月16日 隊集会　スカウトの日 稲城ふれあいの森

9月21日 班集会 城山文化センター

10月6日 隊集会　赤い羽根共同募金 稲城駅、若葉台駅、矢野口駅

10月6日 班集会　１０月からの活動に向けて 中央文化センター

10月20日 GB訓練　救急法 城山学習館

10月20日 班集会　救急法 城山学習館

10月27日 新多磨地区ラリー （新多磨の扉を開こう） 立川市昭和記念公園

11月10日 班集会 城山学習館

11月23日 隊集会　市民を守れ 多摩市周辺

12月15日 班集会　市民を救え 城山学習館

12月29日 隊集会　市民を救え 若葉台～団本部

12月31日 杉山神社篝火奉仕 杉山神社

1月12日 団もちつき・月の輪訓練集会（第１回） 稲城ふれあいの森

1月26日 ＧＢ訓練　ナイトハイクに向けて 城山学習館

1月26日 班集会　ナイトハイク 城山学習館

2月9日 スキー訓練純部集会 城山学習館

2月9日 班集会　ナイトハイク 城山学習館

2月11日 スキー訓練（ＢＳ、ＶＳ） 富士見パラノラマスキー場

2月22日～24日 スキー訓練（ＣＳ、ＢＳ） パルコール嬬恋スキー場

2019年度ボーイスカウト隊活動報告
ボーイスカウト稲城第１団　ボーイ隊 久我　秀行



４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ １０⽉ １１⽉ １２⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉
⽬覚めよ ⼒を合わせる 観察する 腕を磨く 躍動する 奉仕 五感を磨く 味わう 冬を感じる ⾒通す 救う 新緑を感じる
基本動作 キャンプの基本 読図・コンパス キャンプ技能 技能の集⼤成 奉仕する⼼を持つ 野帳 野外料理 読図・コンパス ⼿旗 応急⼿当・⽌⾎ 読図・コンパス

計画書作成 野外⼯作 救急法
清掃奉仕 班サイト ハイキング 事前キャンプ ⻑期キャンプ 清掃奉仕 ハイキング キャンプ ナイトハイク ⼿旗技能の修得 救急法 ハイキング

光の路 われらの旗 パトローリング 愉快なスカウト キャンプだホイ 名誉にかけて パトローリング 懐かしの森へ パトローリング 愉快なスカウト 平和の騎⼠ どこまでもゆこう
ＧＢ会議 4/11PM 【中⽌】 6/7AM 9/6 10/11AM 11/8AM 12/13AM 3/7AM
ＧＢ訓練 4/29AM 【中⽌】 5/10AM【延期】 6/7AM 7/5AM 10/11AM 11/8AM 12/13AM 1/10PM 2/7AM 3/7AM
班集会１ 4/29PM 【中⽌】 5/10PM【延期】 6/7PM 7/5PM 8/2 夏季ｷｬﾝﾌﾟ準備 9/13PM 10/11PM 11/8PM 12/13PM 1/17AM 2/7PM 3/7PM
班集会２ 8/18荷物集積 11/15
隊集会１ 5/24【延期】 6/21 7/18,19 8/9〜14夏季ｷｬﾝﾌﾟ 10/4 共同募⾦ 11/22,23　 12/19ナイトハイク 1/17PM 2/21AM 3/21
隊集会２ 8/23 ｷｬﾝﾌﾟ整理 10/25 ｷｬﾝﾌﾟ(野外料理) 12/31篝⽕奉仕
特別隊集会 4/5多摩川清掃 9/13ｽｶｳﾄの⽇集会 1/10餅つき

基本動作 キャンプ⽣活の基本 読図・コンパス ⽴かまど作成 班制のまとめとして 清掃奉仕 野帳をつけながら キャンプクラフト ナイトハイク ⼿旗や追跡記号を 応急⼿当・搬送法 読図・コンパス
班制の理解 ｷｬﾝﾌﾟ技能の補完 ⻑期固定ｷｬﾝﾌﾟ実施 ハイキング 野外料理 使⽤したゲーム
班相互の把握 個⼈装備装備 ハイキング時の役割 班⾏動予定作成 ｷｬﾝﾌﾟにおいて班⾏動 奉仕とは何かを考える ハイキング時の役割 野外料理の役割 ナイトハイクの注意点 ⼿旗技能の修得 応急⼿当・三⾓⼱ ハイキング時の役割
役割分担 班備品 分担 ｷｬﾝﾌﾟ献⽴作成 の最善を尽くす 分担 分担 ⽌⾎ 分担
４(１) ３(２)①②③ ２(２)、２(２)① ３(２)①②③ ３(２)①②③ ４(１) ３(１)①②③④⑤ ３(２)①②③ ３(１)②⑥ ３(６)① ２(１)、２(２)①② ３(１)①②③④⑤

３(5)③ ３(１)①②③④⑤ ３(６)② ３(６)② ３(６)② ３(６)② ３(６)②
３(６)② ５(１) ５(１) ５(１)

４(１) ３(１)①②③⑤ ２(３)①② ３(１)①②③⑤ ３(１)①②③⑤ ４(１) ３(５)①②③ ３(１)①②③⑤ ３(２)① ３(６)① ２(３)①② ３(５)①②③
３(２)①②③ ３(２)①②③ ３(２)①②③
３(３) ３(３) ３(３)
５(１) ３(４)①②③ ５(１)

３(６)②
５(１)

４(１) ４(１)

ハイキング章 野営章 野営章 ハイキング章 野営章 救急章 通信章 救急章 ハイキング章
計測章 野営管理章 野営管理章 計測章 野営管理章 ハイキング章 計測章

野外炊事章 野外炊事章 野外炊事章
観察章 観察章 観察章
信仰奨励章 信仰奨励章 信仰奨励章

4/5 多摩川清掃 【中⽌】 5/3,4,5 市⺠まつり 9/13 スカウトの⽇ 10/18,19市⺠まつり 1/10 餅つき
4/26 団総会【延期】
4/19遊ぼう集会【中⽌】
4/12 BS講習会【中⽌】 6/13,14SC研修会 9/27BS講習会 10/25地区ﾗﾘｰ プログラム技能研修 1/11 隊登録審査 3/26〜28
4/212地区総会【書⾯】 救急、安全研修 地区訓練ｷｬﾝﾌﾟ
4/26〜29 SC13期 5/3〜6 SC14期 6/7BVS,CS課程別 9/19〜21SC15期 10/11BVS,CS課程別 12/6進歩研究会

5/3〜5団委員研修所 6/14BS,VS課程別 10/18BS,VS課程別
5/16夏季ｷｬﾝﾌﾟ下⾒
5/24地区円卓 6/28地区円卓 7/19地区協議会 9/27地区協議会 10/25地区円卓 11/22地区円卓 12/20地区円卓 1/24地区円卓 2/21地区協議会 3/21地区円卓

アウル班 イーグル班 アウル班 イーグル班 アウル班 イーグル班 アウル班 イーグル班 アウル班 イーグル班 アウル班 イーグル班

　天⾕　正広
　飯島　　⼤

稲城第⼀団　団委員⻑
　　　　　　　ボーイ隊⻑

ボーイスカウト隊　年間プログラム予定表（２０２０年度）

テーマ

訓練⽬標

活動内容

ソング

集会

プログ
ラム

進級
科⽬

２級

１級

菊

隊

班

技能章

当番班

団⾏事

地区⾏事

東連⾏事

その他リーダー予定



7日

13日

14日

21日

3日
4日

26日

9日

9日

11日

15日

16日

6日

7日

15日

17日

19日

20日

21日

10日
16日

16日

１7日
19日

19日

24日

25日

7日
8日

8日

16日

16日

22日

6日

20日

27日

１１月
16日
17日

１２月 21日

12日

12日

12日

1日

11日

21日

22日
24日

3月

※2,019年度の進級 ※2019年度の取得技能賞
和田侑子：菊章　→　隼章 野営章(2) ｽｶｳﾄｿﾝｸﾞ章(3)
加藤雅佳：2級章　→　1級章 救急章(2) ﾊﾟｲｵﾆｱﾘﾝｸﾞ章(3)
藤原優基：2級章　→　1級章 ﾊｲｷﾝｸﾞ章(1) ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ章(1)

日　付

2019年度　稲城第1団ベンチャースカウト隊活動報告
稲城第１団VS隊長　加藤　啓治

場　所活　動　内　容

多摩川清掃　BVS隊奉仕

手作り市民祭り　焼き鳥奉仕

多摩川北緑地公園

城山公園

ｉプラザ

立川錦学習館地区　救急法講習会

城山学習館

城山文化センター

那須野営場　～
高萩スカウトフィールド

隊運営会議 ｉプラザ

24WSJ　出発

地区　ベンチャーフォーラム 国立

24WSJ　地区激励会 日野ふれあいホール

新多磨地区　隼面接

富士特区別野営

BVS奉仕　　　BS奉仕

隊集会　スキー訓練

団　スキー訓練

若葉台公園

練馬区立大泉中学校
セミナーハウス

中央文化会館

団餅つき

若葉台駅　稲城駅　矢野口駅

立川アイム

都立昭和記念公園

国際展示場駅～至誠学園地区　50kmハイク

隊運営会議　隊会議

東京連盟　ベンチャーフォーラム

隊運営会議　１０月の計画

隊集会　テンカラ講習会

隊運営会議　隊会議

隊運営会議 ｉプラザ

隊集会　テンカラフィッシング 養澤毛鉤専用釣り場

隼考査　面接

隊運営会議　隊会議

団行事　ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄと遊ぼう集会

ベンチャー隊　保護者会

ｉプラザ

城山公園

城山学習館

９月

１０月

１月

２月

隊運営会議　隊会議

稲城市消防出初式　国旗掲揚・降納奉仕

地区ラリー

スカウトの日　清掃奉仕

赤い羽根共同募金

24WSJ　解隊式

４月

５月

６月

７月

８月

予定されていた活動はすべて中止（ベンチャー歓迎キャンプ、地区訓練キャンプ）

立川印刷所

24WSJ　隊集会 NYC

正吉苑

夏季活動報告会 稲城市ふれあいの森

群馬県パルコール嬬恋スキー場

城山文化センター

長野県富士見パノラマスキー場

稲城市役所前

稲城市ふれあいの森

山梨県小菅村（移動キャンプ）

平尾団本部夏季キャンプ準備

隊夏季キャンプ　テーマ「テンカラリベンジ」

稲城市ふれあいの森

団面接　隼章　1級章

地区　隼面接 立川印刷所

平尾団本部

正吉苑　納涼祭　奉仕 正吉苑

稲城市　お年寄り感謝の集い 駒澤女子大学

BVS　デイキャンプ奉仕

備品整理・夏季キャンプ反省会



2020年度　稲城第1団　ベンチャースカウト隊　年間プログラム

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

大学受験のため休団

救急章 隼章取得 大学受験のため休団

野外炊事章

隼章伝達 大学受験のため休団

宗教章

1級旅行

プロジェクト 信仰奨励章 「リーダーシップ章」 「野外炊事章」 菊章取得 「パイオニアリング章」 「スキー章」 隼挑戦キャンプ

　「サイクリング」

「スカウトソング章」 「野営章」 ナイトハイク企画

1級章伝達

1級旅行

プロジェクト 信仰奨励賞 「リーダーシップ章」 「野外炊事章」 菊章取得 「パイオニアリング章」 「スキー章」 隼挑戦キャンプ

　「サイクリング」

「スカウトソング章」 信仰奨励章 「野営章」 ナイトハイク企画

1級章伝達

プロジェクト 「パイオニアリング章」 隼挑戦キャンプ 「スキー章」

　「サイクリング」 「リーダーシップ章」

信仰奨励章 菊章取得 「救急章」 ナイトハイク企画

「野外炊事章」

団委員長　天谷　正広

隊長　　　加藤　啓治

池田欣生
（1級）

BS上級班長
高1

梶原大雅
（初級）
高1

中出一光
（2級）
高1

藤原和基
（2級）
高1

松原美尋
（2級）
高1

高村航
（初級）
高1

個
人
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
4
月
時
点
で
の
級

）

団　餅つき
稲城市出初式

スキー訓練 VS歓迎ｷｬﾝﾌﾟスカウト企画の隊集会
夏季隊キャンプ

（移動）
スカウトの日
清掃奉仕

隊集会
パイオニアリング

地区ラリー
ナイトハイク
篝火奉仕

吉村慧
（1級）
BS隊付
高2

中出あかり
（隼）

ﾋﾞｰﾊﾞｰｲﾝﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
高3

松原慧太郎
（菊）
BS隊付
高3

和田侑子
（隼）

ﾋﾞｰﾊﾞｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
高2

加藤雅佳
（1級）

ﾋﾞｰﾊﾞｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
高2

藤原優基
（1級）

ｶﾌﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
高2

地区・隊プログラム
多摩川清掃奉仕
遊ぼう集会
中止

GWキャンプ
（登山）
中止

地区救急法講習会

新入隊員の個人プログラムは、5月以降に作成



活動日 内容 場所

4月7日 多摩川清掃奉仕（各隊指導者として奉仕） 北緑地公園

4月6日・7日 桜・梨の花祭り　焼鳥販売 市役所横JA

4月14日 スカウトと遊ぼう集会（各隊指導者として奉仕） 城山公園

5月3日～5日 手作り市民祭り　焼鳥販売奉仕 城山公園

6月29日 RS会議　榊君スペイン850キロ報告 稲田堤

7月15日 大麻止乃豆乃天神社夏祭り　ビール販売　RS会議 大麻止乃豆乃天神社

9月8日 稲城市お年寄り感謝の集い奉仕 駒沢女子大学講堂

9月16日 スカウトの日（各隊指導者として奉仕） 宮田育成会長宅

9月30日 ボーイスカウト講習会 立川こども未来センター

10月5日・6日 大麻止乃豆乃天神社例大祭　ビール販売　RS会議 大麻止乃豆乃天神社

10月6日 赤い羽根共同募金奉仕（各隊指導者として奉仕） 市内３駅

10月26日・27日 稲城市産業祭り　焼鳥販売奉仕 稲城中央公園

12月28日 RS隊主催　団忘年会 矢野口　魚民

1月12日 団餅つき（各隊指導者として奉仕） 稲城キャンプ村

2月～3月 （コロナウイルス予防のため活動自粛）

2019年度ローバースカウト隊活動報告
ボーイスカウト稲城第１団　ローバー隊 高橋　直也



ローバースカウト隊　年間プログラム　 「 2020年度 」  (2020/04-2021/03) 東京連盟新多磨地区　稲城　第１団　RS隊

区　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

   期 間 と テ ー マ

氏　名

1 楠　徹太

2 脇山直人

3 木村滉太

4 榊拓己

5 小川涼之介

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

常 　プログラム ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｽﾞキャンプ 夏季企画 団忘年会企画

任 　装　　備

委 　会　　計

員 　奉　　仕 4/5多摩川清掃 9/ お年寄り感謝の集い 12/31-1/1.杉山神社初詣奉仕

会 10/28・29市民祭り出店手伝い

4/4-4/5 5/ 7/ 9/ 10/ 11/ 12/31-1/1 2/

　　　隊 プ ロ グ ラ ム 桜・梨の花まつり ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｽﾞｷｬﾝﾌﾟ 大麻止乃豆乃天神社 稲城市敬老会 大麻止乃豆乃天神社 100km下見 杉山神社奉仕 RSミーティング

4/5 焼き鳥奉仕 夏祭り 9/ 例大祭 11/14-11/15 12/29 1/  もちつき

多摩川清掃 7/21 スカウトの日 焼き鳥奉仕 第54回 団忘年会

4/19RS総会 いかだレース 100ｋｍハイク

4/19 5/24 6/28 7/19 9/27 10/18 11/29 12/20 1/24 2/28 3/21

円卓会議 円卓会議 円卓会議 円卓会議 円卓会議 円卓会議 円卓会議 円卓会議 円卓会議 円卓会議 円卓会議

 地区・地域への参加 4/12 地区協議会 地区協議会 10/25 11/7-8 地区協議会

地区総会 地区ラリー VS50Km 3/27-3/29

地区訓練キャンプ

4/ 6/14 7/19 9/27 1/31 2/21 3/7

　　特　記　事　項 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ講習会 救急法講習会 SFHｾﾐﾅｰ ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ講習会 PWD 青梅ﾏﾗｿﾝ 東京ﾏﾗｿﾝ2021

　　（研修所他） 4/ 6/20-6/21 視覚障碍者健康ﾏﾗｿﾝ

上級救命講習 ｽｶｳﾄｷｬﾝﾌﾟ研修

ローバー隊長　　　　　　　　　　　　　石野　　英行　　　㊞　

団委員長 　天谷　　正広　　　 ㊞

歓迎 連携 挑戦 備え

個

人

プ

ロ

ジ
ェ

ク

ト



h"ps://bsinagi1st.com




