
新城　吉川野営場　：　愛知県新城市吉川深沢３７－６　　0536-34-0266

鈴木カブ隊長 　　　　　　　　　　０９０－００００－００００

上久保副長 　　　　　　　　　　　０９０－００００－００００

白井副長　　　　　　    　　　　　　０９０－００００－００００

平松副長 ０９０－００００－００００

山口副長 ０９０－００００－００００

新城市民病院 （０５３６） ２２－２１７１

※緊急連絡は、上記【リーダー携帯】へお願いします。

　隊長との 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：2012年8月12日～14日

　場所：新城　吉川野営場



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 （日） 天気； 7:30

8:00 機材積み込み 団ハウス

8:30

9:00 スカウト集合

9:30 出発

10:00

8月13日 （月） 天気； 10:30

11:00 野営場到着　管理棟に荷物を置く

11:30 開村式 ： 国旗掲揚（１組：組長/次長） 第１セレモニー広場

12:00 昼食（スカウト弁当）＆休憩 第１セレモニー広場

12:30

13:00 サイト（デン）作り開始 サイト

8月14日 （火） 天気； 13:30

14:00

14:30

15:00 夕食づくり開始 サイト

15:30 ・ 各組メニュー（一泊集会と同じ）

16:00 　

16:30

17:00 夕食＆かたづけ サイト

17:30

　　カブスカウトのやくそく 18:00 国旗降納（１組：くま）

・ぼくは（わたしは）まじめにしっかりやります。 18:30 入浴　各組（男子/DL）　女子全員　各２０分 管理棟

・ぼくは（わたしは）カブ隊のさだめを守ります。 19:00 ・ 順番（組長：ジャンケン）

　　カブスカウトのさだめ 19:30

・カブスカウトは すなおであります。 20:00 昆虫の観察（夜行）/雨天時ゲーム 第１セレモニー広場

・カブスカウトは 自分のことは自分でします。 20:30

・カブスカウトは たがいにたすけあいます。 21:00 組長会議 管理棟

・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

・ 組備品：ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（3枚）/竹（8本）/コンパネ
（2枚）/PPﾛｰﾌﾟ（100ｍ）/麻縄（1巻）/布ｶﾞﾑﾃｰ
ﾌﾟ（1巻）

8/12（日）
日　　　記



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

ビニール袋 5

シュラフ（寝袋） 1

米（１合×３袋） 3合

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 時間 予定 場所 担当

6:00 起床/洗面　寝袋はベッドの部屋に干す 管理棟 6:00 起床/洗面 管理棟

6:30 点検 管理棟 6:30 点検・管理棟の荷物をまとめておく 管理棟

7:00 朝食・休憩(トイレ) サイト 7:00 朝食・休憩(トイレ) サイト

7:30 7:30

8:00 8:00 セレモニー ： 国旗掲揚（３組：組長/次長） 第1セレモニー広場

8:30 セレモニー ： 国旗掲揚（２組：組長/次長） 第1セレモニー広場 8:30 記念品作り/寄せ書き サイト

9:00 流しソウメン：セット作り（組別） 蛇口周囲 9:00

9:30 9:30 清掃・荷物まとめ

10:00 10:00 閉村式/表彰式 ： 国旗降納（３組：くま） 第1セレモニー広場

10:30 10:30 帰路出発

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 昼食：流しソウメン 蛇口周囲 12:00 団ハウス到着 団ハウス

12:30 あとかたづけ 12:30 解散

13:00 13:00

13:30 記念品作り（焼き杉：小物入れ） 管理棟

14:00 ・ シルバー人材の方の講習

14:30 ・ 焼印も使用可とする

15:00

15:30 入浴　各組（男子/DL）　女子全員　各２０分 管理棟

16:00 ・ 順番（組長：ジャンケン）

16:30 ・ スタンツ練習 サイト

17:00 ・ 各デンの相互訪問・採点

17:30 夕食（まかない） サイト

18:00 国旗降納（２組：くま）

18:30 営火準備

19:00 営火 営火場

19:30

20:00

20:30 就寝準備
21:00 組長会議 管理棟
21:30 消灯/おやすみなさい
22:00 リーダー会議

※カップ/ハシも竹で作る（それで食る）
※出来栄えを採点（表彰）
※団委員さん応援（各組に分れ担当）
   ⇒デン作り含めｷｬﾝﾌﾟを通して担当
      （３名以上の応援を要請）

8/13（月） 8/14（火）



　　∽∽∽　献立表　∽∽∽
2012/8/12～14

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 ポテトタマサンド

朝 （チーズ） ソーセージ

（ハム） くだもの

食 （きゅうり）

オレンジジュース

野菜ジュース アップルジュース

昼 スカウト弁当 流しソウメン

食 から揚げ

サラダ

ベーデン・パウェル卿
夕 各組献立 カレー 　・イギリス人

　・ボーイスカウトを作った人

食 フルーツポンチ

”そなえよ　つねに”

よくかんで
しっかり
食べましょ
う


