
月 日 タイトル 活動内容 集会形態 活動目標 県外申請 野舎営届

19 スカウト集合 対面式 育成会行事 仲間意識を高める

10 頂上目指して 金華山登山 隊集会 最後まであきらめない 〇

31 どろ遊び 田植 隊集会 米作りを感じる

7 かさねてかさねて バームクーヘン作り 隊集会 作る大変さを知る

20 ロブスター！？ ザリガニ釣り 隊集会 生き物へのいたわりの気持ちを学ぶ

5 大実験 大シャボン玉作り 隊集会 どうしたら大きくできるか考える

25 ガンマン 水鉄砲作り 隊集会 水の動きを知る

8 排水の行き先 下水道科学館 隊集会 マンホールの中を学ぶ

23 自分色に染める 絞り体験 隊集会 どんな色を混ぜたら何色になるか確かめよう

13 カントリー大作戦 清掃奉仕活動・ジャガイモ植え 地区行事 地区貢献への喜びを感じる

19、20 季節を感じる 秋キャンプ 自然 健康 隊集会 自分でやれることは自分でやる 〇 〇

4 頂上目指して 金華山登山 隊集会 最後まであきらめない 〇

18 スポーツの秋 体育館でスポーツ 隊集会 ワンチームになろう

8 ビーバー招待 ハゼ釣り 合同隊集会 カブ隊の楽しさを知る

24 ビーバーラリー 地区行事 他のスカウトと仲良くしよう

29 オリンピック 全員で盛り上げる 育成会行事 東京オリンピックを感じる

13 みんなでもぐら ジャガイモ堀り 隊集会 植物の成長を感じる

20 クリスマスを盛り上げよう 仲間と楽しむ 隊集会 クリスマス会を楽しむ

1 新たな年へ 福餅搗き＆祈願祭 育成会行事 日頃の感謝を伝える

17 真っ白な世界へ 雪遊び 隊集会 雪道の危険を知る

大きな餅に力を込めて 餅搗き 育成会行事 みんなでやることの大切さを学ぶ

23 ワッショイ 鏡餅奉納 育成会行事 地域とのつながりを感じる

24 ふんどし締めて はだか祭 自由参加 稲沢市の文化に触れ寒さに負けない

7 ビーバー招待 合同隊集会

28 楽しいカブ隊が待ってる お別れ会 隊集会 友達の大切さを知る
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

隊集会

（予定日）

班集会

ＧＢ訓練

班長会議

プログラム

進級課目 通信章 ハイキング章

初級 ❹－1 ❹－1 ❶－3，4，5，6 ❺－1 ❹－1
❺－1 ❺－1 ❷－1

❸－1，2，3
２級

１級 ❸－2－①，②

菊章

※ 隊集会開催日は活動内容や天候により随時変更します。

※ 上記日程以外にＧＢ訓練及び、班集会（キャンプ、ハイキング）が開催されることがあります。

※ デンコーチは上記日程以外に上進訓練及びカブ隊への活動へ参加する場合があります。

※ ★：野舎営届が必要な活動、☆：県外旅行申請が必要な活動

❻－1 ❻－1 ❻－1

その他

各種行事

上進式/入隊式（10） ｶﾝﾄﾘｰ大作戦（9）

❸－1－⑤、－4－①，③ ❸－1－⑤，4－①，③

❶-3，4
❷－2－①，②

❶－1，2 ❶－1，2❶-3，4 ❶－1，2
❷－2－①

❶－2，3，4 ❶－2，3，4 ❸－3
❷－2，3-2 ❸－5－①，②，③❷－2、3-2

❸－6－①，②

❸－①，② ❷－1－③
❸－1－①,④ ❸－1－①,④ ❷－3

スカウトソング章

※月の輪訓練にて取得済み

を目標とする

❷－1，2－① ❷－1，2－① ❷－1，2－②，⑥

個人 - - 個人装備の確認- －
自分の住むまちを綺麗に

しよう

カントリー大作戦

班 - - - 隊集会で班活動の成果を

出そう

隊集会で班活動の成果を

出そう

班の更なるスキルアップ

を目指そう

隊 zoomによる勉強会 野営訓練 野営訓練上進・入隊式・対面式 zoomによる勉強会

－ － － 26日 23日 13日

－

－ － － － － －

－ － 　12日（自己紹介） 　9日（野営訓練） －

20日（1級対象進級訓練） 　20日（班ハイク実施）
10日（入隊式）zoom 24日(進級訓練） 13日（2級対象進級訓練） 21日（班ハイク計画） 26日（班ハイク計画） 　13日（ｶﾝﾄﾘｰ）

奉仕の精神を学ぶ

集会 入隊式 基本訓練 基本訓練 基本訓練 基本訓練 カントリー大作戦

訓練目標 - - 班員の役割分担 班員の役割分担 自立

※新型コロナウイルスの状況で活動内容の変更の可能性があります。

令和2（2020）年度　稲沢第６団ボーイスカウト隊　年間プログラム（１／２）

テーマ － － － 新たな出会い 団結 地域へ奉仕しよう



１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

隊集会

（予定日）

班集会

ＧＢ訓練

上進訓練

班長会議

プログラム

隊

班

個人

進級課目
総復習

※ 隊集会開催日は活動内容や天候により随時変更します。

※ 上記日程以外にＧＢ訓練及び、班集会（キャンプ、ハイキング）が開催されることがあります。

※ デンコーチは上記日程以外に上進訓練及びカブ隊への活動へ参加する場合があります。

※ ★：野舎営届が必要な活動、☆：県外旅行申請が必要な活動

その他

稲沢まつり（18-19）

祈願祭（1）

菊章

❸－1－①，②，③，④ ❺－1

各種行事

くま招待ｷｬﾝﾌﾟ（18） スカウト祭（22）

❺－1
１級

❷－1，2， ❸－①，② ❹－1，2
❸－1－③，⑥ ❸－1－①，②，③

❷－2－③
❺－1 ❹－1 ❹－1

２級

❺－1 ❸－2－①，②，③ ❷－1，2－①，② ❷－2－③ ❷－2－③

初級
（月の輪訓練）

リーダーシップ章 野営章、野外炊事章 信仰奨励章

隊キャンプの実施

月に1回班員のスキルアップや進級のために必要な班集会を計画・実施すること！

後輩を指導できるように

なる
読図を習得する 神と先祖を敬う スキーの技術の向上 儺追神事の歴史に触れる 将来を考える

くま招待ｷｬﾝﾌﾟの企画 隊キャンプの実施 信仰奨励章 冬季訓練 儺追神事に参加

18日 22日 20日 10日 14日 14日
くま招待ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ 8日 20日 冬季訓練中に開催

－ － － － － －

各班にて決定 各班にて決定

18日（CS招待） 21-23日（隊キャンプ）★ 20日（神社清掃） 9-11日（冬季訓練）★☆ 23日（大鏡餅奉納） 14日（進級訓練）

儺追神事 隊キャンプ

訓練目標 班活動の計画 心身を鍛えよう 神道の心を学ぶ 冬こそ挑戦 祭の心を知る

29日（ｽｶｳﾄ祭） 24日（進級訓練） 24日（笹奉納）

❹－1

❹－1，2 ❹－1，2

※新型コロナウイルスの状況で活動内容の変更の可能性があります。

令和２（2020）年度　稲沢第６団ボーイスカウト隊　年間プログラム（２／２）

テーマ 先輩として行動しよう 友情を深めよう 礼儀を知る 勇敢な心を持つ 伝統行事に触れる 大志を抱け

4日（CS招待計画） 　8日（進級訓練） 13日（AED講習会） １日（隊活動） 14日（餅搗き） 21-22日（お別れ会）★

将来を語り合う

集会 CS招待の実施 隊キャンプ 信仰奨励章取得 冬季訓練



令和２年度ボーイスカウト稲沢第６団 ベンチャースカウト隊 1/2 

隊の活動方針・・・「ベンチャー活動を通して自分自身を進化させる」 

【ベンチャー活動の目的】 

  個人の計画を通して仲間と協力して行動し、リーダーシップと協調性を養う 

【ベンチャー活動の目標】 

・「ちかい」と「おきて」の実践 

・自分のやりたいことに向け、仲間とプロジェクトを計画し、実行し、振り返る 

・野外活動を通して自己の確立をめざす 

・体力的な活動への挑戦 

・奉仕の精神の修得 

・社会の一員としての自覚を持ち 社会におけるリーダーとしての素地を養う 

・国際理解を深める                   

すべて目的を決め「企画」「情報取集」「計画」「実施」「反省」の流れで進めます 

当日の活動だけではなく 企画書 計画書 報告書 予算書・会計報告書などの書類作成も学びます 

 



令和２年度ボーイスカウト稲沢第６団 ベンチャースカウト隊 2/2 

【活動の進め方】 
「自分からアクションを起こすこと！」 

何もしなければ何もない高校３年間になりますので、自分がベンチャー隊でやりたいことを明確にしてください。そのうえで、プロジェク

トの実施に向けて、以下の活動を展開し、自分を「進化」させてください。 

 

◎自分で隊長に相談する・・・すべてはここから始まります 隊長からは活動の提案は致しません 

◎自分の活動計画を立てる・・・高校３年間の計画と１年間の計画（毎年修正）を自分で立てよう 

◎進級制度に沿った活動をする・・・進歩の課程に沿った活動をしましょう  

◎神道章を取得する・・・神社スカウトである以上は 在籍中は全員取得を目指します  

◎得意分野の技能章に挑戦する・・・技能章は「その道のプロ」から指導をもらい 習得するものです 自分の将来の事も考え 

チャレンジしよう 

◎定期的にベンチャー隊会議を企画運営する・・・会議運営責任は議長にあります 議長を選出し月一回の会議を企画しましょう 

議長から指名があったスカウトが企画します 

               

『できることから始めていく』 

 

新型コロナウイルスの影響により、スカウト活動が大きく制限されてしまっている中で、できることから始めていきま

しょう。自宅でできること、現状でできることを自分で考え、実行し、スカウト活動を継続して実施していくことが大

切です。また、本来の活動が再開できるときに備えて、隊全体で常に活動の計画を立てていきましょう。 

 

『そなえよつねに』 



（単位：円）

隊　　　　　名 育 成 会 費 団　費 特別積立金 合　　計

ビーバー隊（小１～） 6,000 16,000 22,000

カブ隊（小３～） 12,000 26,000 1,000 39,000

ボーイ隊（小６～） 12,000 26,000 1,000 39,000

ベンチャー隊（高１～） 12,000 26,000 1,000 39,000

ベンチャー隊（高３） 12,000 12,000

ローバー隊 7,000 7,000

備　　　　考 一世帯 スカウト１名 １世帯

＊以上の合計額を年間２回に分けて集金させていただきます。

＊新規ご入団の際は、入団金　5,000円をお納めいただきます。

＊各隊ごとに隊費として月々500円集金します。

年　間　諸　経　費
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