
豊川市野外センター『きららの里』 ： 北設楽郡設楽町田峰字段戸1-1

TEL ： 0536-62-2555
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上久保副長　　　　　　　　　　　　　　０９０－３９３０－３３４６

白井副長　　　　　　    　　　　　　０９０－４１９５－６７８２

長谷副調 ０９０－３４８３－１９６６

林 副長 ０９０－６５７６－９８４４

高橋副長 ０９０－８３３３－４６８６

　　　　　　　　　　
足助総合病院 ０５６５－６２－１２１１

伊藤内科 ０５３６－６２－０５５８

　隊長のやくそく

　１．決まりをまもる
　２．一人で行動しない

　３．元気にあいさつをする
　　

　　くみ 　なまえ　　　　　　　　　　　　　

岡崎８団カブキャンプ地　連絡先

カブ隊キャンプのしおり

　日程：2010年8月12日～14日

　場所：設楽町 きららの里



品名 数量 ﾁｪｯｸ 品名 数量 ﾁｪｯｸ

制服 1 リュックサック 1 ＊ごはんの前には必ず手洗いをすること。

カブキャップ 1 デイパッグ 1 ＊からだのぐあいが悪い時は必ずデンリーダーに言うこと。

ソックス 3 雨具（カッパ） ★1 *一人では行動しないこと。

ベルト 1 軍手 ★1 ＊くすりを持っている人はデンリーダーに言うこと。

下着 3 ロープ ★1

パジャマ 1 ナイフ ★1 項目 8/12 8/13 8/14

長袖シャツ 1 懐中電灯 1 すいみん おきた時間

Tシャツ 4 乾電池（予備） 自由 ねた時間

半ズボン 1 カブ歌集 ★1 ねむった時間

長ズボン 1 カブブック ★1 （良く寝た○、やや寝不足△、寝不足）

ハンカチ ★3 筆記用具 ★1 便通あった（ふつう、やわらかめ、げり）

ティッシュ ★3 ｷｬﾝﾌﾟのしおり ★1 なかった

タオル 2 新聞紙１日分 1 朝食（全部食べた○、少し残した△、残した×）

バスタオル 1 カブ弁当8/12昼食 ★1 昼食（全部食べた○、少し残した△、残した×）

食器セット 1 折りたたみイス 1 夕食（全部食べた○、少し残した△、残した×）

水筒 ★1 うちわ 1 体温：朝

歯ブラシ 1 ハンガー 1 　　　夜

スキンガード ★1 雑巾 1 昼の行動　（元気○、普通△、疲れた×）

虫さされ薬 ★1 布巾 1 その他健康で気になること。

持薬（車酔い等） 各自 かまぼこ板 1

ビニール袋 5 かまぼこ船かざり 各自

シュラフ（毛布） 1 2L空ペットボトル：CAP付 2 別袋で

米（１合×３袋） 3合 ｻﾝﾀﾞﾙ（かかと付き） 1 川遊び用

牛乳パック（まな板用） 1

　＊　持ち物全部に必ず名前を書くこと

　＊　★印はデイパックに入れる おうちの方へお願い

＊キャンプ直前の体調で変わったことがあった場合は

　隊長または副長までお知らせください。

もちもの 健康チェック



時間 予定 場所 担当

すすんでやったこと、よくできたこと、楽しかったこと 6:00

はんせいしたことなどを毎日書こう。 6:30

7:00

8月12日 （木） 天気； 7:30

8:00

8:30

9:00 機材積み込み 団ハウス

9:30

10:00 スカウト集合 団ハウス

8月13日 （金） 天気； 10:30 出発

11:00

11:30

12:00 昼食（スカウト弁当）＆休憩 段戸湖

12:30 （リュック以外はきららの里へ）バスで

13:00 （一部リーダーで荷物降ろし・番）

8月14日 （土） 天気； 13:30 きららの里へ：徒歩（リュックのみ）

14:00 開村式（チェックイン） きららの里

14:30 部屋割り・荷物整理・シーツ渡し ログハウス

15:00 夕食づくり開始（組ごと） ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場

15:30

16:00 　

16:30

17:00 夕食＆かたづけ（組ごと）

17:30

　　カブスカウトのやくそく 18:00 国旗降納（スカウトはその場） ﾌｧｲﾔｰ広場

・ぼくは（わたしは）まじめにしっかりやります。 18:30 シャワー（二人ずつ・片付け終了組順） ログハウス

・ぼくは（わたしは）カブ隊のさだめを守ります。 19:00 （５分／1人）

　　カブスカウトのさだめ 19:30 （シーツ取付・スタンツ練習）

・カブスカウトはすなおであります。 20:00 星の観察（雨天時はゲーム） ﾌｧｲﾔｰ広場

・カブスカウトは自分のことを自分でします。 20:30

・カブスカウトはたがいに助けあいます。 21:00 組長会議 ﾛｸﾞﾊｳｽ広間

・カブスカウトはおさないものをいたわります。 21:30 消灯/おやすみなさい
・カブスカウトはすすんでよいことをします。 22:00 リーダー会議 ﾛｸﾞﾊｳｽ広間

8/12（木）
日　　　記



時間 予定 場所 担当 時間 予定 場所 担当

6:00 起床/洗面　布団（シーツ）を広げる ﾛｸﾞﾊｳｽ 6:00 起床/洗面 ﾛｸﾞﾊｳｽ

6:30 点検 6:30 点検（荷物をまとめておく）・シーツまとめ

7:00 セレモニー ﾌｧｲﾔｰ広場 7:00 セレモニー ﾌｧｲﾔｰ広場

7:30 朝食・休憩(トイレ) サイト 7:30 朝食・休憩(トイレ) サイト

8:00 ※雨天時は下のサイト 8:00

8:30 ハイキング出発（かまぼこ船材料集め） 段戸湖 8:30 荷物まとめ（広場へ移動）・シーツ返却 ログハウス

9:00 ※小雨決行、大降り時はクラフト室 9:00 ログハウス清掃（撤収）

9:30 9:30 閉村式・表彰式 ﾌｧｲﾔｰ広場

10:00 10:00 バス乗り込み

10:30 きららの里帰還→かまぼこ船造り 雨天広場 10:30 帰路出発

11:00 （日差しを避け、屋根つきの場所） 11:00

11:30 ※水めがね・営火ランタンも作成 11:30

12:00 昼食（まかない） 雨天広場 12:00 団ハウス到着 団ハウス

12:30 12:30 解散

13:00 かまぼこ船レース（川遊び）出発 段戸湖 13:00

13:30 ※組み対抗：各組1人ずつ出艇

14:00 ※１レース：４艇出走

14:30 （優秀組表彰⇒閉村式で）

15:00 （おやつ：段戸川で冷やす）

15:30 きららの里帰還→営火の準備 ログハウス

16:00 （スタンツ練習）

16:30 （シャワー：組長ｼﾞｬﾝｹﾝ順）

17:00

17:30 夕食（まかない） サイト

18:00 国旗降納（スカウトはその場） ﾌｧｲﾔｰ広場

18:30 営火 ﾌｧｲﾔｰ広場

19:00

19:30

20:00 （終了）

20:30 就寝準備 ログハウス

21:00 組長集会 ﾛｸﾞﾊｳｽ広間

21:30 消灯/おやすみなさい
22:00 リーダー会議

8/13（金） 8/14（土）



　　∽∽∽　献立表　∽∽∽

第１日目 第２日目 第３日目
8月12日 8月13日 8月14日

オープンサンド パン

朝 （チーズ） ソーセージ

（ハム） スープ

食 （きゅうり）

ポテトサラダ オレンジジュース

オレンジジュース アップルジュース

アップルジュース バナナ

昼 スカウト弁当 炊き込みご飯

つけもの

食 みそ汁

ベーデン・パウェル卿
夕 各組献立 ハヤシライス 　・イギリス人

　・ボーイスカウトを作った人

食 フルーツみつ豆

”そなえよ　つねに”

よくかんで
しっかり
食べましょ
う


