
 

 

 

 

 

「あいちビーバー・カブラリー」	 

プログラムの手引き	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ボーイスカウト愛知連盟	 



Ⅰ	 ラリーの概要	 

１	 ラリーの目標 
	 【ビーバースカウトの目標】 
	 	 ①	 みんなで仲良く遊ぶことを通して、所属する喜びを体験する。	  

②	 自然の中で遊ぶことを通して、自然の大切さと感謝する心を育てる。 
【カブスカウトの目標】 
① 仲間と楽しく活動することを通して、所属意識を伸ばす。 
② 自然の中で活動することを通して、自然に親しみ愛護する心を育てる。 

	 【指導者の目標】 
	 	 	 スカウト活動の良さを広く一般の市民に知ってもらうため、 

①	 指導者自らが率先して「おきて」の実践に取り組む。 
② 一人ひとりがスカウト活動の PRに努める。 

 
２ 	 テーマ 

「	 ワイワイ	 あつまれ！	 ビーバーのなかま	 」 
	 	 「 全員集合	 ！	 自然観察官	 （カブスカウト）	 」 
 
３	 期	 日 
	 	 平成２３年３月２０日(日)	  
 
４	 会	 場 
	 	 愛・地球博記念公園「モリコロパーク」 
 
５	 参加者 
	 	 ＢＶＳとＣＳ及び同年代の子どもたち並びに指導者、保護者 
	 	 （同年代の子どもたちを誘って参加していただくことを期待します。） 
 
Ⅱ	 プログラム	 

１	 参加にあたっての考え方 
	 	 参加される各隊は、県連盟が提供するプログラム（全体集会、ブースプログラ

ム）を主体に、同日開催されている「モリコロパーク春まつり」のプログラムや

愛・地球博記念公園内外の施設の利用を組み込んだ活動を展開します。 
	 	 そのため、集合時間や解散時間は県連盟としては定めず、各隊の裁量に任せま

すが、全体集会については全員の参加を義務づけます。 



 
２	 全体集会 
	 ①	 時	 間	 	 集合開始１２：２０	 集合完了	 １２：５０ 
	 	 	 	 	 	 	 	 退場開始１３：２０	 退場完了	 １３：３０ 
	 ②	 場	 所	 	 大芝生広場 
	 ③	 内	 容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 ④	 その他 
	 	 ・整列方法等については、当日指示します。 
	 	 ・スカウトが持ってきたエコキャップは全体集会で披露、活用します。 
 
３	 ブースプログラム 
	 ①	 時	 間	 	 １０：００～１６：３０ 
	 ②	 場	 所	 	 ・森ゾーン（名古屋ブロック）	 	 	 	 もりの学舎前 

・生きものゾーン（尾張ブロック）	 	 大観覧車横 
・水ゾーン（知多ブロック）	 	 	 	 	 愛・地球博記念館前 
・花ゾーン（三河ブロック）	 	 	 	 	 西エントランス広場 

	 ③	 内	 容 
	 	 ・ゾーンのテーマに沿ったプログラムブースが、各ゾーン４～６か所設置さ 

れていますので、そのうちの１か所に挑戦し、全部で４つのブースを回り 
ます。 

	 	 ・各ブースの詳細は、ブースプログラム一覧表のとおりです。 
 

１２：５０	 集合完了・開会アナウンス	 

	 	 	 	 	 	 国旗入場	 

県連旗・世界スカウト旗入場	 

	 	 	 	 	 	 国旗儀礼	 

	 	 	 	 	 	 歌「ぼくらのはた（ＢＶＳ）」	 

	 	 	 	 	 	 理事長あいさつ	 

	 	 	 	 	 	 大会宣言	 

	 	 	 	 	 	 全体パフォーマンス	 

	 	 	 	 	 	 県連盟コミッショナーあいさつ	 

	 	 	 	 	 	 歌「いつも元気（ＣＳ）」	 

	 	 	 	 	 	 国旗儀礼	 

１３：２０	 閉会アナウンス、退場開始	 



	 ④	 スタンプラリー 
	 	 ・スカウトはブースに挑戦した証拠として、スタンプラリーのカードにスタ 

ンプを押してもらいます。 
⑤	 その他 
	 	 ・午前中の最初に挑戦するブースは、自分の所属しているブロックのブース 

とします。 
	 	 ・ブースプログラムについては、当日来場しているＢＳ関係以外の子どもも 

参加しますので、配慮願います。 
 

４	 プログラム活用施設等 
	 	 【春まつり】	 ・春まつりクイズラリー（大芝生広場でスタート／ゴール） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・エコクラフト体験・自然体験（地球市民交流センター、 

大芝生広場） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・市民活動紹介・地域ＰＲ（大芝生広場）	 	 他 

【公園内】	 	 ・フィールドセンター「もりの学舎」 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・愛・地球博記念館 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・愛知県児童総合センター（有料施設） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・愛知国際児童年記念館（一部有料）	 	 他 
	 	 【公園外】	 	 ・介助犬訓練センター	 	 他 
 
５	 服装・携行品 
	 ①	 服	 装 

・制服正帽を着用し、参加章は制服の右ポケット中央に付けてください。 
・防寒着の着用については、隊長の判断に任せますが、全体集会は原則とし 
て防寒着の着用は認めません（なお、当日の天候等で防寒着の着用が必要 
な場合はその場で指示します）。 

	 ②	 携行品 
・エコキャップ（ペットボトルのキャップ）とスタンプラリーのカードは 
忘れないようにスカウトに持たせてください。 

	 	 	 ・全体集会やブースプログラムで特に必要となる物品はありません。 
・その他は各隊で必要と思うものを携行してください（救急用品はお持ちく 
ださい）。 

 
 



Ⅲ	 運営方法	 

１	 運営等 
	 ①	 受	 付	 	  
・当日の受付は、大芝生広場内に設置されているラリー本部で受付します。 

	 	 ・到着後速やかに所定の用紙に必要事項を記入のうえ、団単位で代表の方が提 
出に来てください。その際に記念品（ピンバッジ）をお渡しします。 

	 ②	 本	 部 
	 	 ・春まつりのＢＳＰＲブース内に「あいちビーバー・カブラリー」本部を設 

置します。なお、設置時間は９：００～１７：００までです。 
	 	 	 	 携帯電話	 ０９０‐５８５１‐１５１１ 
	 ③	 エコキャップ 
	 	 	 ・スカウトによる社会貢献を実施するため、エコキャップ（ペットボトル 

のキャップ）を持ち寄ります。 
	 	 ・持ち寄ったエコキャップは、ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会を通じてワ 

クチンとし、途上国へ届けます。 
	 	 	 （エコキャップは紙シール等を取り除いてお持ちください。） 
	 	 ・多くのスカウトが多くのエコキャップを集め、持ち寄ることを期待します。 
	 	 ・全体集会の集合時に集めます。なお、詳細は当日指示します。 
	 ④	 告知案内 
	 	 ・平成２３年３月２０日（日）朝５時５５分	 ＣＢＣラジオで告知放送を行 

います。 
	 	 ・ラリーの「開催」または「中止」の案内がなされます。 
	 ⑤	 救急病院 
	 	 ・救急病院は以下のとおりです。 
	 	 	 	 公立陶生病院	 〒489-8642	 愛知県瀬戸市西追分町 160番地 

	 TEL 0561-82-5101	  
	 	 ・なお、県連盟で救護所は設置しません。 
 
２	 その他 
	 ①	 保	 険 
	 	 ・申込みをしていただいた参加者全員に、以下の傷害保険を付保しています。 
	 	 	 	 死亡の場合	 ３００万円 
	 	 	 	 入院の場合	 ３，０００円（１日あたり） 
	 	 	 	 通院の場合	 １，５００円（１日あたり） 



 
	 ②	 駐車場 
	 	 ・モリコロパークの一般駐車場を利用してください（駐車場の利用時間は 

８：００～１８：３０です）。 
	 ③	 参加章等の配布 
	 	 ・参加章（ワッペン）については、２月下旬に地区事務長を通じて配布します。 
	 	 	 （受付用紙、スタンプラリーのカードも併せて配布します。） 
	 ④	 その他 
	 	 ・公園内には無料の園内バスが運行していますが、その利用については隊長 

の裁量とします。ただし、当日は相当の混雑が予想されますので、利用は 
お勧めしません。 

	 	 ・公園内各施設の「団体利用届」は県連盟で一括して提出しますので、各隊 
で届け出る必要はありません。 

	 	 ・当日の一般参加者（無料）の参加は認めます。また、参加章、記念品の販売 
は行いません（事前申込みをされた方しかお渡しできません）。 
 
 
 

◎参考資料 
	 資料１	 ブースプログラム一覧表 
	 資料２	 会場配置図 
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ゾーン名 ブ ー ス 名 対 象 ゲ ー ム 概 要 場 所 担 当
ブ ロ ック

担 当 地 区

1 フォレスト･カード ＣＳ 　スカウト自身が収集した森の素材を、ラミネートしてオリジナルなカードを作成する。 名古屋東

2 見つけよう森の仲間 ＣＳ
　森には沢山さんの生き物たちがいます。普段あまり目につかない小さな虫たちがどのように生活しているか、虫めがね
を使って虫たちの気持ちでミクロの世界を探検します。 名古屋西

3 クマさんにであった ＢＶＳ
　森の中にはたくさんの動物がいることを話します。いろいろな動物の中から、クマさんを探しましょう！
クマのカードを見つければゲームは終了。 名古屋南

4 森の飛び道具 ＢＶＳ・ＣＳ
どんぐり、木の枝、葉っぱなどで飛ぶ物（弾）を作り、的に当てる。的は、ビニール傘を逆さに立てた物。
的を何か所かに設置し、その位置、投げる場所などでＢＶＳ・ＣＳに対応。 名古屋千種

5 木の葉から届いたデザイン ＣＳ
　グループのスカウトが協力して一定時間に多くの種類の葉脈拓本を集めてくる。時間終了後にあらかじめ模造紙に
貼っておいた説明を見て何の木であったのかを知らせる。 名古屋北斗

6 ジャングルを抜けろ ＢＶＳ・ＣＳ 　ロープにぶら下がったり、ウンテイのようにしたり、木の上を渡ったりしながら、向こう側に行く。 名古屋緑

7 私はだあれ？ ＢＶＳ
・鳥や動物の絵を描いた紙コップを作成する。
・作った紙コップの輪ゴムを耳にかけて口にはめ、その絵の生き物の鳴き声や動作を真似、その生き物になりきる。 尾張南

8 箱の中はな～に ＣＳ 　自分の好きな箱に手を入れ、中に入っているものを当てる。制限時間は１０秒程度とする。 尾張北

9 パネルシアター ＣＳ 　パネル板の上に鳥、動物などの生き物が何処に住んでいるかを考えながら貼っていく。 尾張東

10 あしあと ＣＳ
　自然のｺｰｽを歩きながら設置してある生きものの「ｲﾗｽﾄと名前と足跡」を観察してスカウトに覚えさせる。問題用紙を配
布し、生きものの「名前」と設置してある「足跡（No.付き）」をスカウトに照合させる。答え合わせを行う。組単位で行う。 尾張中

11 生き物ソング ＢＶＳ 　ビーバースカウトが、自分で選んだ｢生き物｣が出てくる歌･｢生き物｣に関する歌を、皆で元気に歌う。 尾張西

12 ペットボトル内の魚は釣れるかな ＢＶＳ・ＣＳ
　ペットボトルを両手で押すことにより中の浮遊物が沈み浮遊物に付いたフックを沈めてある魚を模した物体に引っ掛け
手を離すと共に浮遊する。その魚を釣れるかを競う。 知多東

13 水力発電所 ＣＳ 　組ごとに１人１本の柄杓で水を汲み、水車発電機を回し、ライトを点灯させる。（早く回せば明るくなる） 知多南

14 投げて割れて落ちるかな ＢＶＳ 　水風船を投げて的を落とす。 常滑

15 僕らの水は強いぞ ＣＳ
・スカウト個人により、水鉄砲で幅３ｃｍの新聞紙を落とす。
・２分間で何人のスカウトが新聞紙を落とし、その新聞紙で丸めたボールをいくつ作成できたか合計の数を競う。 知多北部

16 この花なんの花？ ＢＶＳ・ＣＳ 　花を見て、どんな野菜か、果物かを当てる。正解者には種をあげる。持ち帰って家庭で育てます。 碧海

17 ハナいろいろ ＢＶＳ・ＣＳ 　パネルの【ハナ】を参加者に解答してもらい、そのハナに該当する歌を歌ってもらう。 岡崎

18 においキムス ＢＶＳ・ＣＳ
　テーブルに置いてある花の香りをかいでもらい，その香りが何の花なのかを絵の中から選んでもらう。答えは解答用紙
に書いてもらい、答え合わせは全部終了後に行う。ゲームは組ごとに行う。 三河西

19 花を見つけよう！ ＢＶＳ・ＣＳ 　花のパズルを作る（ひまわり、チュウリップ等々）。カブ用には１つの花で３ピース～４ピース。ビーバー用には２ピース。 東三河

20 花畑のBee ＢＶＳ・ＣＳ 　花畑けをイメージした輪投げ。 豊橋

21 みんなでピカソ ＣＳ 　弓矢の先のスポンジに絵の具をつけ、白紙に向けて射る。みんなの力で、白紙に花を咲かす達成感を味わう。 豊田
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