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1. 18NC 開催にあたって

「自然からの贈り物」
名誉大会長（連盟長） 阿部 守一

長野県知事

18NC開催おめでとうございます。18NCで、長野県内各地で、活動して

いるボーイスカウト仲間が、ボーイスカウトの原点であるキャンプ生活
を通じて、友情を深め、仲間の輪を築いてください。今年から、8月11

日が「山の日」で国民の祝日として施行されます。皆さんは、「山の日」
に先駆け、自然豊かな、美しい山に囲まれて育ってきた私たちの幸せ
をこの大会で、感じ取って、家に帰ってからご家族や、友達、地域の
皆様に、自然からの贈り物の素晴らしさを伝えてください。

「18NCへ ようこそ」
大会長（理事長） 出田行徳

18NCで、皆さんにとって一度しかない、2016年夏の思い出をつくってく
ださい。

皆さん、家から離れ、この大町野営場で、いつもは、家族がしてくれて
いることを、隊の仲間と一緒に、自分たちでします。（寝るテントを立て、
食事を作り、後片付けをきちんとする野営生活） また、長野県内のス
カウト仲間と、場内プログラムや場外プログラムに挑戦し、全体行事
や隊交歓を楽しめます。
この大会は、長野県内の指導者が、1年かけて、みなさんが、すばらし

い体験をできるよう、準備をしてきました。運営も、各団の団委員、ベ
ンチャー、ローバースカウトなど皆さんの先輩、大町市をはじめとした
地元の皆様に、協力して頂いています。「友情」をもって「快活」に活動
をして、仲間に「親切」に「礼儀」正しく、「感謝の心」を持って、18NCを
楽しんでください。 3



1. 第18回長野県キャンポリー（略称：18NC）は、大町市の
『大町キャンプ場』 で活動が展開されます。

2. キャンポリーは、班ごとに自分達のキャンプサイトを作り、
炊事・生活を含め、プログラムを充分に楽しむものです。

3. 参加者は大会プログラムに参加することによって、自分の
力を試すことができ、新しい友達をつくり、技能と工夫など
を実践する絶好の機会となります。

4. キャンポリーは単なる催し物として行われるのではありま
せん。参加者一人一人は観客や見物人ではなく、キャンポ
リーの重要な構成員です。

2. 大会の概要
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 会期 ： 平成28（2016）年8月3日（水）～7日（日）

5日間

 会場 ： 大町市平字小熊原 「大町キャンプ場」

 大会テーマ ： 「スカウトの友情！」

～大町に集う友情の輪～

 大会の目標 ：
《スカウトの目標》

1. 県内スカウトの友情の絆（きずな）を築きます。

2. 自然と共生するボーイスカウトの野営生活とプログラムの
楽しさを体験します。

3. 自発活動に基づき、友情を深め、自分で考える時間がとれ
る、ゆとりあるキャンプ生活を実践します。

4. 環境に優しい（ロー・インパクト）キャンプ生活を展開します。

5. 大会プログラムに積極的に参加し、【かもしか賞】の取得に
最善を尽くします。
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■ 大町市について ：

・地理
市の西部には標高3000mの広大な北アルプス、東部には

1000m近い山々がそれぞれ連なる。 山に挟まれた盆地を高瀬
川が南北に縦断している。市の北部には仁科三湖と呼ばれる

3つの構造湖が南北に連なっており、糸魚川静岡構造線活断

層系が走っていると考えられている。大北地区の唯一の市であ
り、政治経済の都市機能が集積している。

・気候

内陸性気候でそれに併せて旧八坂村は中央高地式気候、そ
れ以外の地域は日本海側気候で且つ冬季雪が多い豪雪地帯
です。1月の平均気温は－2.9度と亜寒帯と温帯の境に位置し、
冬季は零下15度以下になる日も珍しくない。年間降雪量は
525cm。

平均最高気温 7月：26.6℃ 8月：28.2℃

平均最低気温 7月：17.0℃ 8月：17.8℃

降水量 7月：195.8mm 8月：134.2mm

【出典：ウィキペディア】
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■ 参加章とネッカチーフ ：

・参加章

・ネッカチーフ
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起床 6:00

国旗掲揚 8:30

午前の活動 9:00～12:00

午後の活動 13:00～16:00

国旗降納 18:30 （ または日没時）

夜の活動 19:30～21:00

消灯 22:00

3. 基本日課
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4. 大会の日程表

基本日課 時間 第2日 第3日 第5日

8月4日
（木）

8月5日
（金）

8月7日
（日）

起床 6:00 配給 配給 配給 配給

朝食 7:00 生活時間 生活時間 生活時間 生活時間

点検・朝礼 8:00
国旗掲揚 8:30

9:00

午前の 10:00 場外 場内
活動 プログラム プログラム

11:00
配給 配給 配給

12:00

13:00

午後の 14:00
活動

15:00

16:00
16:30 配給 配給 配給 配給
17:00

夕食 生活時間 生活時間 生活時間
18:00

国旗降納 18:30
19:00
19:30
20:00

21:00
21:30

消灯 22:00
就寝

18NC 標準日程表

昼食

第4日

8月6日
（土）

第1日

8月3日
（水）

閉会式

場内
プログラム

撤営
環境整備

退場

入場

設営

開会式

生活時間

場内
プログラム

場内
プログラム

場内
プログラム

場外
プログラム

場内
プログラム

カブ
ビーバー

デー

カブ
ビーバー

デー

キャンポリー大集会
夜の
活動

場内プロ
隊企画プロ

隊企画
プログラム

隊企画
プログラム
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5. 私の日程表

・当番班 ・交歓会

・朝礼の担当 ・信仰奨励

・配給当番 ・奉仕活動

・炊事当番 ・隊活動

・国旗降納当番

などの自分の予定を書き込みましょう。

基本日課 時間 第1日 第2日 第3日 第4日 第5日

8月3日
（水）

8月4日
（木）

8月5日
（金）

8月6日
（土）

8月7日
（日）

起床 6:00

朝食 7:00

点検・朝礼 8:00
国旗掲揚 8:30

9:00

午前の 10:00
活動

11:00

12:00

13:00

午後の 14:00
活動

15:00

16:00
16:30
17:00

夕食
18:00

国旗降納 18:30
19:00
19:30
20:00

21:00
21:30

消灯 22:00
就寝

夜の
活動

昼食
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18NCは大会期間中だけでなく、準備から後片づけ
までのすべてがプログラムです。

大会期間中は、以下のようなプログラムを体験しま
す。

 野営生活

・設営

・生活時間 ・点検 ・朝礼

・閑時作業

・撤営 など

 場内プログラム

 場外プログラム

 セレモニー
・開会式

・キャンポリー大集会

・閉会式

 隊企画プログラム
・交歓会プログラム

・信仰奨励プログラム

・奉仕活動プログラム

・隊活動プログラム

6. 大会プログラム
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7. 私のプログラム

場内プログラム

場内プログラム① 場内プログラム③ 場外プログラム（午前） 場内プログラム⑤

B-5 救護 1 B EXアドベンチャー B-5 救護 1

B-5 救護 2 B-5 救護 2 C ラフティング B-5 救護 2

D-1 観察 D-1 観察 D イカダ作り D-1 観察

D-3 通信 D-3 通信 E シャワーウォーキング D-3 通信

D-6 気象観測 D-6 気象観測

E-4 燃料 E-4 燃料

E-5 ロープ結び E-5 ロープ結び

F-3 サバイバル F-3 サバイバル

F-7 スカウトソング

G-4 環境保護 G-4 環境保護 G-4 環境保護 

場内プログラム② 場内プログラム④ 場外プログラム（午後） 場内プログラム⑥

B-5 救護 1 B-5 救護 1 B EXアドベンチャー

C ラフティング

D-1 観察 D-1 観察

D-3 通信 D-3 通信 D-3 通信

D-6 気象観測 D-6 気象観測 D-6 気象観測

E-4 燃料 E-4 燃料 E-4 燃料

E-5 ロープ結び

F-3 サバイバル F-3 サバイバル

F-7 スカウトソング F-7 スカウトソング

G-4 環境保護 G-4 環境保護 

場内プログラム（夜間）

D-7 天体宇宙

午
前
の
活
動

午
後
の
活
動

夜
の
活
動

A
 

唐
松
岳
登
山

8月4日 8月5日 8月6日

（土）（金）（木）

場内プログラム 場内プログラム 場外プログラム

F
-
5
 

パ
イ
オ
ニ
ア
リ
ン
グ

F
-
5
 

パ
イ
オ
ニ
ア
リ
ン
グ

隊長から参加する場内・場外プログラムの時間割りを聞いて、
自分が参加するプログラムに〇をつけましょう。

（場内 ・ 場外）
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 かもしか賞とは

君たちが、大会前・大会中を通じ、積極的に今大会に参加し、

大会が実り多いものにできたことを認定してもらう賞です。

 かもしか賞の修得項目

Ⅰ信仰・Ⅱ奉仕・Ⅲプログラム・Ⅳ生活・Ⅴ環境・Ⅵテーマ

の各課目について、参加隊長または班長に認定してもらいます。

 かもしか賞の認定基準

8. かもしか賞

事前課題 大会期間中

信仰奨励章の項目（2）を修得する。

信仰奨励章の項目（3）を修得する。

<Ⅱ>奉仕 ・奉仕活動
隊・班で定める奉仕活動を１回以上実施
する。

・ターゲットバッジ取得の機会
（各TGBプロによる）

場内プログラムに参加して、ターゲットバッ
ジ2つ以上に挑戦する。

・アドベンチャープログラム 場外プログラムに参加する。

・多くのスカウトとの交歓
・交歓食事、相互交流訪問、参加隊ごとの隊営火
等の交歓プログラム

交歓会プログラムの準備 交歓会プログラムに参加する。

・キャンポリー大集会 出し物の準備 キャンポリー大集会に参加する。

・ゆとりあるキャンプ生活 閑時にできる作業を考える
閑時作業（STA:Spare Time Activity）を行
う。

食事の前後に大きな声で
「いただきます」と「ごちそうさまでした」

生活時間に大きな声で歌をうたう。

元気な声であいさつをする。

自己の健康管理・衛生管理を行う。

隊の中で当番班の任務を果たす。

係決め 班の中の担当係の任務を果たす。

<Ⅴ>環境

・エネルギー等環境を考えたキャンプ生活

・地球環境に優しい展開
環境に優しいキャンプの準備 環境に優しいキャンプを実践する。

<Ⅵ>テーマ
大会テーマ
「スカウトの友情」

班集会で大会テーマについて
話し合う。（隊長にレポートを
提出する。）

大会の最終日に班集会で大会テーマにつ
いて話し合う。（隊長にレポートを提出す
る。）

<Ⅳ>生活

・楽しいキャンプ

かもしか賞の認定内容
課目 内　　容

・信仰奨励章<Ⅰ>信仰

<Ⅲ>プログラム

13



 野営生活の基本
・スカウトとして自立したエコキャンプ生活を過ごしましょう。

 水・生活雑排水
・給水は、ポリタンクを使って、所定の給水場所で行ってください。
・各隊で発生した雑排水は、固形物を取り除いてから、簡易ろ過器に通した

後、各サイト内の排水場所で排水をしてください。

 トイレ
・他の人の事を考え、トイレはキレイに使用することを心がけてください。
・トイレ使用中に水が無くなった場合や詰まってしまった場合は、すみやかに

野営管理部に連絡してください。
・期間中、いつでも、スカウト諸君を対象に清掃奉仕を受け付けますので積極

的に野営管理部に申し出てください。
・トイレの位置は、会場マップを見てください。

 シャワー
・今回の大会では、シャワーは設置しません。

 炊事用の燃料
・薪（まき）・ホワイトガソリン・灯油・プロパンガス・カートリッジ式ガスとします。

9.  野営生活
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 ゴミの分別・収集
・持ち込んだ資材等は、原則、持ち帰りとします。

・無駄な食材の減量をはじめ、ゴミの減量化、分別廃棄を徹底し、

エコキャンプを実践しましょう。そのために、事前に訓練や学習をしてから、

18NCに参加してください。

・衛生管理上、生ゴミ等は指定の袋に分別を行い、下記の時間帯に

ゴミステーションで廃棄の受付を行います。

・指定の袋には隊名を記入し、事前に指定以外の物が入っていないか、

各隊長は確認をお願いいたします。他の物が混入していた場合、隊長の

責任で再度分別をしてください。

・生ゴミとは、食料品で使用できない部分または部位（例：野菜屑・骨など）

です。

・残飯は、なるべく出さないよう各隊で事前に研究をしてきてください。

記

・ゴミ出し時間： 1日1回 午前7:00～9:00

・ゴミステーション： 野営管理部マーキー横（場内入口付近）軽トラック荷台

・分別方法： 可燃物・資源物（ビン・缶・ペットボトル）を指定の袋に入れる。
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 救護
・この大会では、救護所の設置はしません。

・会場内で発生した患者のうち、状況判断により病院での治療を要する場合

は、場外の委託病院または当番医、救急病院へ移送します。

 落とし物
・物を落とした時：

大会本部へ届け出てください。

・落とし物を拾った時：

持ち主が明記されている物については、直接持ち主へ返却することを

原則としますが、それが不可能の場合は、大会本部へ届け出てください。

持ち主が不明な場合は、大会本部へ届け出てください。
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10.  場内・場外プログラム一覧

場内プログラム （12）

 B 「健康と発達」
B-5. 救護 1
B-5. 救護 2

 D 「スカウト技能＜追跡＞」
D-1. 観察
D-3. 通信
D-6. 気象観測
D-7. 天体宇宙

 E 「スカウト技能＜キャンピング＞」
E-4. 燃料
E-5. ロープ結び

 F 「スカウト技能＜冒険＞」
F-3. サバイバル
F-5. パイオニアリング

（1日型プログラム）

F-7. スカウトソング

 G 「社会生活」
G-4. 環境保護

場外プログラム （5）

 ランドアクティビティー
A. 唐松岳登山

（1日型プログラム）

B. EXアドベンチャー

 ウォーターアクティビティー
C. ラフティング

D. イカダ作り

E. シャワーウォーキング
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ターゲットバッジ修得課目一覧

☆・・・場内プログラムで行う細目

11.  場内プログラム

☆ ブース担当

B-5 救護 1 ☆ 1 急造担架 東信地区
2 応急手当

☆ 3 応急手当（身近な道具で）

救護 2 4 止血 東信地区
☆ 5 心臓マッサージ
☆ 6 AED

D-1 観察 ☆ 1 食用・有毒植物 長野地区
☆ 2 動物・昆虫
☆ 3 キムスゲーム
☆ 4 観察記録

5 スケッチ
6 観察推理ゲーム

D-3 通信 ☆ 1 手旗 東信地区
☆ 2 救難信号

3 無線
☆ 4 追跡記号

5 追跡ハイク
6 モールス信号

D-6 気象観測 ☆ 1 気象観測具 伊那地区
☆ 2 雷注意

3 観天望気
☆ 4 気象用語

★・・・プログラム後、 5 気象予測
　　個人で実施可能 ★ 6 気象観測

D-7 天体宇宙 ☆ 1 天文方位 中信地区
☆ 2 天体観測
☆ 3 流星、人工衛星

4 星座の話
☆ 5 四季の星座

6 日時計

課　目 細　　目
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E-4 燃料 ☆ 1 マッチ防水加工 諏訪地区
☆ 2 携帯コンロの注意
☆ 3 携帯コンロの使用
☆ 4 照明器具の使用
☆ 5 携帯コンロ照明器具の点検
☆ 6 ガスカートリッジの廃棄

E-5 ロープ結び ★ 1 巻き結び他 伊那地区
☆4を作るため、 ★ 2 垣根結び他
★は選択できる。 ★ 3 腰掛け結び他

☆ 4 ノッティングボード
★ 5 索端処理
★ 6 バックスプライス他

F-3 サバイバル ☆ 1 水源の確保 中信地区
☆ 2 マッチなしの火起こし

3 炊具なしの調理
☆ 4 コンパスなしの方位

5 自作サバイバルキット
6 テントなしの野営

F-5 パイオニアリング 1 三脚 中信地区
☆ 2 ばく材模型
☆ 3 台形橋脚

4 ロープを強く張る
☆ 5 はしご・すのこ
☆ 6 パイオニアリング

F-7 スカウトソング ☆ 1 読譜 諏訪地区
2 連盟歌の指揮

☆ 3 楽器演奏
4 歌唱指導

☆ 5 自作の楽器
☆ 6 スカウトソング以外の曲

G-4 環境保護 ☆ 1 水・酸素の循環 長野地区
2 環境指標動物
3 公害

☆ 4 ニューエネルギー
☆ 5 エコ洗剤・エコ石鹸

6 環境行動スローガン
19



B-5. 救護1

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

☆ 1 急造担架

2 応急手当

☆ 3 応急手当（身近な道具で）

4 止血

5 心臓マッサージ

6 AED

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区

修得できる
ターゲット

バッジ細目

8/4（木） ・ 8/5（金） ・ 8/6（土）

午前（9:00～12:00） ・ 午後（13:00～16:00） 

東信地区サイト

活動開始時刻の5分前

東信地区サイト入口（会場マップ①）

動くことのできない人を適切な場所に運ぶことは応急処置の大切なひとつです。
また、骨折や傷などそのまま放置しておくことは人体に危険な状態を
もたらします。
適切な処置の方法、安全の確保、医療者へのリレーを行う方法を身につけよう。

スカウトハンドブック・筆記用具・三角巾・手旗・ロープ・軍手・タオル・水筒

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽　＊雨天の場合は、雨具

プログラムへの参加は個人単位です。
雨天でもプログラムは実施されます。
集合後、次の２グループに別れそれぞれ実習を行います。
Aグループ：被害者の状況確認、担架作り、救急搬送の実習
Bグループ：三角巾を用いた包帯法の実習
プログラム枠の後半でA、Bグループの内容を交換して実習します。

東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那
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B-5. 救護2

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

1 急造担架

2 応急手当

3 応急手当（身近な道具で）

4 止血

☆ 5 心臓マッサージ

☆ 6 AED

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区

東信地区サイト入口（会場マップ①）

8/4（木） ・ 8/5（金） ・ 8/6（土）

午前（9:00～12:00） 

東信地区サイト

活動開始時刻の5分前

東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

仲間のスカウトが突然たおれたときや、目の前で事故がおきたとき、
ただオタオタするだけではカッコ悪い。
「何とかしなくては」と思ったときに、ためらうことなく正しい手当や処置が
できれば大切な命を救うことができる。
救急法を知り、適切な対処をおこなうことができるよう、このプログラムに
参加しよう。

　　　　　　　　　　　そなえよつねに

スカウトハンドブック・筆記用具・三角巾・タオル・水筒

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽　＊雨天の場合は、雨具

プログラムは午前中のみ実施されます。（雨でも実施されます）
消防署による救急講習の一部を体験実習します。
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D-1. 観察

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

☆ 1 食用・有毒植物

☆ 2 動物・昆虫

☆ 3 キムスゲーム

☆ 4 観察記録

5 スケッチ

6 観察推理ゲーム

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区

長野地区サイト入口（会場マップ②）

8/4（木） ・ 8/5（金） ・ 8/6（土）

午前（9:00～12:00） ・ 午後（13:00～16:00）

長野地区サイトおよびアリーナ周辺

活動開始時刻の5分前

東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

D1-1　ハイキングで食用植物・有毒植物それぞれ２種類を探し、記録する

D1-2　ハイキングで昆虫・動物の痕跡を探し、採取し、標本にする

D1-3　キムスゲームにて24個の小物のうち16個以上を答える

D1-4　ハイキングで３種の方法で記録する（スケッチ、メモ、標本）

スカウトハンドブック・筆記用具・コンパス・軍手・タオル・水筒・イス
ポケット図鑑（植物・昆虫・動物等）

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽・雨具　＊雨天の場合は、雨具・長靴
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D-3. 通信

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

☆ 1 手旗

☆ 2 救難信号

3 無線

☆ 4 追跡記号

5 追跡ハイク

6 モールス信号

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区 東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

このプログラムではスカウトの皆さんに忍者体験をしてもらいます。
忍者の時代にはもちろん携帯電話などはありませんから、色々な工夫で味方と連
絡を取り合っています。
・遠くにいる味方に合図を送る時に使っている「狼煙（のろし）」
・声が届かない距離でも連絡を取りあえる「手旗」
・後から付いてくる味方に指示を与える「追跡サイン」　　　　　　　　　　　　　　　　　・
といった、忍（しのび）の術を身に着けます。

スカウトハンドブック・筆記用具・軍手・手旗

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽　＊雨天の場合は、雨具・長靴

東信地区サイト入口（会場マップ③）

8/4（木） ・ 8/5（金） ・ 8/6（土）

午前（9:00～12:00） ・ 午後（13:00～16:00） 

東信地区サイト

活動開始時刻の5分前
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D-6. 気象観測

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

☆ 1 気象観測具

☆ 2 雷注意

3 観天望気

☆ 4 気象用語

5 気象予測

★ 6 気象観測

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区

アリーナ入口（会場マップ④）

8/4（木） ・ 8/5（金） ・ 8/6（土）

午前（9:00～12:00） ・ 午後（13:00～16:00） 

アリーナ

活動開始時刻の5分前

東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

★はプログラム後、個人で実施可能

天気を制する者は、キャンプを制す！！
温・湿度計と気圧計セットを作成します。
天気のことを学びながら、観測具を作成し実際に観測してみよう。

スカウトハンドブック・ハサミ・筆記用具・タオル・水筒・イス

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽　＊雨天の場合は、雨具・長靴

作成した観測具は持ち帰れます。
キャンプ中の記録はプログラム参加後は個人で、その前の記録はお伝えします。
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D-7. 天体宇宙

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

☆ 1 天文方位

☆ 2 天体観測

☆ 3 流星、人工衛星

4 星座の話

☆ 5 四季の星座

6 日時計

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区 東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

北アルプスの大自然の中で空を見つめてみよう。
君は、道しるべとなる北極星を見つけることができるか？
いくつの星座を見つけることができるか？
惑星を自分の目で見ることができるか？
流星や人工衛星を観察することができるか？
満天の星空に夢をはせてみよう。

スカウトハンドブック・筆記用具・ライト（懐中電灯）

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽

・鹿島川の堤防部分には近づかない！
・曇天の場合は、場所がアリーナに変更になります。
・雨天の場合は、残念ながら中止です。
　（曇天・雨天の判断に迷うような場合は、集合場所で担当者が指示をします。）

スタッフ駐車スペース入口（会場マップ⑤）

8/4（木） 

夜（19:30～21:00） 

鹿島川沿いのスタッフ駐車スペース

活動開始時刻の5分前
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E-4. 燃料

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

☆ 1 マッチ防水加工

☆ 2 携帯コンロの注意

☆ 3 携帯コンロの使用

☆ 4 照明器具の使用

☆ 5 携帯コンロ照明器具の点検

☆ 6 ガスカートリッジの廃棄

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区

諏訪地区サイト入口（会場マップ⑥）

8/4（木） ・ 8/5（金） ・ 8/6（土）

午前（9:00～12:00） ・ 午後（13:00～16:00） 

諏訪地区サイト

活動開始時刻の5分前

東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

携帯コンロ・照明器具の構造と取り扱い注意
各燃料の長所と短所　適切な使い道
携帯コンロ・照明器具を使用してみる
防水マッチ作成

スカウトハンドブック・筆記用具・軍手・タオル・水筒・イス

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽　＊雨天の場合は、雨具・長靴

26



E-5. ロープ結び

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

★ 1 巻き結び他

★ 2 垣根結び他

★ 3 腰掛け結び他

☆ 4 ノッティングボード

★ 5 索端処理

★ 6 バックスプライス他

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区

伊那地区サイト入口（会場マップ⑦）

8/4（木） ・ 8/5（金） 

午前（9:00～12:00） ・ 午後（13:00～16:00） 

伊那地区サイト

活動開始時刻の5分前

東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

☆4を作るため、★は選択できる。

目指せ！！ロープワークの達人
好きなロープワークを作って、ノッティングボードを完成させよう！！
君の　努力と挑戦　次第でマスターバッジも取得可能！！

スカウトハンドブック・ロープワークの本（ある人）
スカウトロープ・ナイフorハサミ・筆記用具・タオル・水筒・イス

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽　＊雨天の場合は、雨具・長靴

個人のレベルに合わせて、指導します。
自分で作ったノッティングボードは持ち帰れます。
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F-3. サバイバル

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

☆ 1 水源の確保

☆ 2 マッチなしの火起こし

3 炊具なしの調理

☆ 4 コンパスなしの方位

5 自作サバイバルキット

6 テントなしの野営

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区

中信地区サイト入口（会場マップ⑧）

8/4（木） ・ 8/5（金） 

午前（9:00～12:00） ・ 午後（13:00～16:00）

中信地区サイト

活動開始時刻の5分前

東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

サバイバル（survival）とは生き残ること。

・水道水やペットボトルの水が得られない時、君は飲み水を確保することができる
か？
・マッチやライターが無くても、君は火を起こすことができるか？
・コンパスが無くても、君は自分の進むべき方位を見つけることができるか？

このプログラムで生き残るためのいくつかの術（すべ）を修得しよう！

スカウトハンドブック・筆記用具・軍手・タオル・水筒・イス
アナログ腕時計（持っている人）

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽　＊雨天の場合は、雨具・長靴
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F-5. パイオニアリング

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

1 三脚

☆ 2 ばく材模型

☆ 3 台形橋脚

4 ロープを強く張る

☆ 5 はしご・すのこ

☆ 6 パイオニアリング

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区

アリーナ入口（会場マップ⑨）

8/4（木） ・ 8/5（金） 

午前（9:00～12:00） ＋午後（13:00～16:00） ＜1日プログラム＞

アリーナ

活動開始時刻の5分前

東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

ここは未開の地。
無線や携帯電話も使えないこの地で仲間達と連絡を取るために、君たち開拓者に
信号塔の制作を依頼する。

多大な困難が予想されるが、仲間達と力を合わせ立派な信号塔を作成してほし
い。
検討を祈る！

スカウトハンドブック・筆記用具・軍手・タオル・水筒・イス・ナイフ　（原隊の隊長
から携行・使用を許可されており、所有しているスカウトのみ）

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽　＊雨天の場合は、雨具・長靴

事前課題：
・「角しばり」「すじかいしばり」の習得
・ロープと丸太を使った「はしご」「すのこ」の作り方を調べる
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F-7. スカウトソング

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

☆ 1 読譜

2 連盟歌の指揮

☆ 3 楽器演奏

4 歌唱指導

☆ 5 自作の楽器

☆ 6 スカウトソング以外の曲

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区 東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

1.ストローを使って、バンパイプ（長さの異なる中空の管をいくつか並べて束ねた
　笛）を作成する。
2.用意したスカウトソング以外の楽譜から、好きな曲を選ぶ
3.自分で作成したバンパイプで、選んだ曲の楽譜を見ながら演奏する。

スカウトハンドブック・筆記用具・軍手・タオル・水筒・イス

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽

諏訪地区サイト入口（会場マップ⑩）

8/4（木） ・ 8/5（金） 

午前（9:00～12:00） ・ 午後（13:00～16:00） 

諏訪地区サイト

活動開始時刻の5分前
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G-5. 環境保護

■場内プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

☆ 1 水・酸素の循環

2 環境指標動物

3 公害

☆ 4 ニューエネルギー

☆ 5 エコ洗剤・エコ石鹸

6 環境行動スローガン

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

担当地区 東信 ・長野 ・中信 ・ 諏訪 ・ 伊那

修得できる
ターゲット

バッジ細目

G-4-1　水の循環および河川の汚染とその影響について事前に調べておき、グ
ループで模造紙に発表できる資料をまとめ、発表する。

G-4-4　わずかな熱エネルギーによる調理でゆで卵を作る。

G-4-5　環境に優しい洗剤・石鹸類について講義を受け、講義で配布された石鹸
を期間中の生活で使用する。

スカウトハンドブック・筆記用具・軍手・タオル・水筒・イス・G-4-１の調査資料

ネッカチーフ・活動着（作業着）・作業帽　＊雨天の場合は、雨具・長靴

水の循環および河川の汚染とその影響について、事前に調べて持参する

長野地区サイト入口（会場マップ⑪）

8/4（木） ・ 8/5（金） ・ 8/6（土）

午前（9:00～12:00） ・ 午後（13:00～16:00） 

長野地区サイト

活動開始時刻の5分前
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12.  場外プログラム

 ランドアクティビティー

A. 唐松岳登山

B. EXアドベンチャー

Wikipedia より

地上8mの空中アスレチックとグループで
考える頭脳アスレチックを組み合わせた
新しい体験メニューです。

バスとリフトを乗り継いで行った先は
北アルプスの山々が目前に迫る大絶景。
夏の高原の爽やかな風を、そして澄み
きった空気を、全身で感じよう。
（1日型プログラム）
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 ウォーターアクティビティー

C. ラフティング

D. イカダ作り

E. シャワーウォーキング

7人程で特殊強化ゴムのボートに乗り込み、
プロガイドと一緒にみんなで力を合わせて
漕ぎながら川を下ります。

設計から組立までグループで協力して
個性的なイカダを作ってみよう。
自分たちで作ったイカダが水に浮いた
瞬間は感動的です。

北アルプスの渓谷でロープを使って
川を渡ったり、流れに身を任せたりして、
水と親しみましょう。
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A. 唐松岳登山

■場外プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

解散時間

解散場所

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

唐松岳（2696.4m）は白馬連峰の盟主白馬岳（しろうまだけ）から南に位置し、八方
尾根を登りつめたところにある。八方尾根は言わずと知れたスキーのメッカである
が、1998年に行なわれたオリンピックにより世界的に知名度をあげた。また、夏の
八方尾根は高山植物の宝庫としても知られている。このプログラムはリフト3本と山
岳シャトルバスを利用し、リフト終点の八方池山荘（第1ケルン）から歩き出し、登り
約4時間、下り約3時間で、アルプス登山の入門コースとして最適である。登り約1
時間のところに位置する八方池までは多くの観光客と共に歩く事となるが、そこか
ら上部は登山の世界だ。いずれにしても夏の白馬の人気コースで、多くの人々と
の出会いの中で登山のマナーは厳重に守りたい。注意点として、八方尾根はほと
んど木の生えていない尾根をたどるコースであるため、晴天の日にはかなりの暑さ
で、我慢と対策が必要だ。ただし、下山してからの岩露天風呂が格別のご褒美と
して用意されている。

スカウトハンドブック・筆記用具・軍手・タオル・弁当（朝食と昼食の2食分）・大きめ
の水筒・雨具（セパレートタイプ）・ウインドヤッケ（ジャンバー）・リュックサック・飴な
どのおやつ

ネッカチーフ・活動着・帽子・着替え一式・履きなれた靴（登山靴またはくるぶしの
隠れる靴）

お弁当は、朝食と昼食の2食分が配給されます。

8/6（土）

5:00 ～16:30 （1日プログラム）

北アルプス北部白馬連峰唐松岳（八方尾根をたどる）

活動開始時刻の10分前

プログラムバス発着所

プログラムバス発着所（会場マップ⑫）

16:30（予定）
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B. EXアドベンチャー

■場外プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

解散時間

解散場所

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

地上8mの空中アスレチック。
高いところの怖さは人それぞれ。
命綱をつけて17個の課題を次々クリヤーしていく空中散歩。

スカウトハンドブック・筆記用具・軍手・タオル・水筒・履きなれたスニーカーなどの
靴（サンダル等は不可）・【午後の部】 昼食の弁当

ネッカチーフ・活動着・帽子　　＊雨天の場合は、雨具・長靴

【午後の部】 昼食は、バスの中でお弁当を食べます。

8/6（土）

午前（8:30～12:10） ・ 午後（12:30～16:00）

白馬村岩岳スキー場に隣接

活動開始時刻の10分前

プログラムバス発着所

プログラムバス発着所（会場マップ⑫）

午前の部：12:10（予定） ・ 午後の部：16:00（予定）
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C. ラフティング

■場外プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

解散時間

解散場所

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

特殊ゴムボートに7人程で乗り込み、泳いだり、川に飛び込んだりしながらプロの
ガイドと一緒にみんなで力を合わせて、川を下ります。
ウェットスーツ、ライフジャケットを着用するので泳げない人でも大丈夫。

スカウトハンドブック・筆記用具・着替え・水着・タオル・濡れても良い靴・水筒・
（必要に応じて）スポーツメガネバンドまたはスイミングゴーグル・
【午前の部】 朝食の弁当・【午後の部】 昼食の弁当

ネッカチーフ・活動着・帽子　＊雨天の場合は、雨具・長靴

【午前の部】 朝食は、バスの中でお弁当を食べます。
【午後の部】 昼食は、バスの中でお弁当を食べます。

メガネを使用している人は、メガネの紛失防止のために、メガネを外すかスポーツ
メガネバンドの着用が必要になります。
コンタクトレンズを装着している人は、レンズの紛失防止のために、レンズを外すか
スイミングゴーグルの着用が必要になります。

8/6（土）

午前（7:00～12:00） ・ 午後（12:20～17:05）

犀川（信州新町川の駅「さざなみ」からスタート）

活動開始時刻の10分前

プログラムバス発着所

プログラムバス発着所（会場マップ⑫）

午前の部：12:00（予定） ・ 午後の部：17:05（予定）
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D. イカダ作り

■場外プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

解散時間

解散場所

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

設計から組み立てまでグループで協力して個性的なイカダを作ります。
自分たちで作ったイカダが水に浮いた瞬間は感動的です。

スカウトハンドブック・筆記用具・着替え・水着・タオル・濡れても良い靴・水筒・
（必要に応じて）スポーツメガネバンドまたはスイミングゴーグル

ネッカチーフ・活動着・帽子　＊雨天の場合は、雨具・長靴

メガネを使用している人は、メガネの紛失防止のために、メガネを外すかスポーツ
メガネバンドの着用が必要になります。
コンタクトレンズを装着している人は、レンズの紛失防止のために、レンズを外すか
スイミングゴーグルの着用が必要になります。

8/6（土）

8:30～12:30

大町市青木湖湖畔

活動開始時刻の10分前

プログラムバス発着所

プログラムバス発着所（会場マップ⑫）

12:30（予定）
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E. シャワーウォーキング

■場外プログラムガイド

活動日

活動時間

活動場所

集合時間

集合場所

解散時間

解散場所

プログラム
の説明

持ち物

服装

その他

暑い夏でも冷たさ爽快。
ぷかぷか浮いて流れに身をまかせたり、ロープを使って川を渡ったりして本格的な
川遊びを体験。
平川は沢登りの入門編。
ウェットスーツ、ライフジャケットを着用。

スカウトハンドブック・筆記用具・着替え・水着・タオル・濡れても良い靴・水筒・
（必要に応じて）スポーツメガネバンドまたはスイミングゴーグル

ネッカチーフ・活動着・帽子　＊雨天の場合は、雨具・長靴

メガネを使用している人は、メガネの紛失防止のために、メガネを外すかスポーツ
メガネバンドの着用が必要になります。
コンタクトレンズを装着している人は、レンズの紛失防止のために、レンズを外すか
スイミングゴーグルの着用が必要になります。

8/6（土）

8:30～12:30

白馬村平川上流

活動開始時刻の10分前

プログラムバス発着所

プログラムバス発着所（会場マップ⑫）

12:30（予定）
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 開会式

日時：8月3日（水）15:00～16:30

場所：アリーナ

集合時間： 14:50

服装：制服

持ち物：敷物・雨具・水筒

 キャンポリー大集会
日時：8月6日（土） 19:30～21:00 

場所：アリーナ

集合時間： 19:20

持ち物：敷物・雨具・水筒

 閉会式

日時： 8月7日（日） 11:00～12:00

場所：アリーナ

集合時間： 10:50

服装：制服

持ち物：敷物・雨具・水筒

13.  セレモニー
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 交歓会プログラム
各参加隊は、大会期間中、隊独自、また、他参加隊との交流を積極的
に行います。たくさんの友達を作りましょう。

 信仰奨励プログラム（スカウツ・オウン・サービス）
各参加隊は、基本日程表をもとに、生活時間等を利用して隊ごとに信
仰奨励プログラムを行います。スカウト個人は、積極的に参加・運営を
します。

14.  隊企画プログラム
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 奉仕活動プログラム
スカウトは、自分のプログラムの時間に余裕ができた時に、積極的に

奉仕活動をします（閑時作業）。隊長の承認を受けて、作業に臨みま
しょう。

 隊活動プログラム
スカウトは、各参加隊で、生活時間を中心に隊のプログラムをもとに
行動します。各班で自分が与えられた係をしっかりこなし、大会の成功
に貢献します。
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自分で個人装備のリストを作成したら、班会議で班のみんなの

リストの内容を確認しましょう。きっと、自分のリストから漏れていた

ものや、いらないものが見つかるはずです。

18NCが終わって帰宅したら、早めに個人装備の片づけをしましょう。

15. 個人装備リスト

№ 品 名 数量 CK CK № 品 名 数量 CK CK

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

（参考例）

加盟登録証 軍手 懐中電灯 水筒 折りたたみイス

ネッカチーフ 寝袋 補修用具 交歓用品 レジャーシート

制服 ロールマット ツメ切り 営火用品 筆記用具

作業着（上・下） 予備の靴 食器 新聞紙 バインダー

Ｔシャツ 雨具 武器 マッチ スカウトハンドブック

下着 長靴 フキン ロープ 歌集

靴下 タオル 健康保険証（コピー） 手旗 手製の名刺

ねまき ハンカチ 個人救急用品 ナイフ レジ袋

水着 ティッシュ 三角巾 地図 米（6食分）

作業帽 洗面用具 持薬 シルバコンパス 8/3 昼食
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備品（装備）係を中心に、班会議で18NCで使う班装備のリストを

作成して、忘れ物がないように装備をそろえましょう。

18NCの後は、清掃・乾燥作業と数量チェックを行い、不足している

ものは補充して、次のキャンプに備えましょう。

16. 班装備リスト

№ 品 名 数量 CK CK № 品 名 数量 CK CK

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

（参考例）

ブルーシート 灯具

炊具一式 班旗

カセットコンロ

寝用テント 工具一式

倉庫用テント テーブル（コンパネ）

タープ イス
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17. 献立・配給・販売

・配給時間

朝食 6:00

昼食 11:30

夕食 16:30

・売店販売

飲み物・その他

10:00～16:00
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　第１日目 　　ご飯
　　味噌汁

　８/３（水） 　　山賊焼
　　生野菜

　第２日目 　　ご飯 　　炊き込みご飯

　　味噌汁 　　味噌汁
　８/４（木） 　　納豆 　　焼魚

　　玉子料理 　　冷奴
　　牛乳

　第３日目 　　パン 　　ご飯
　　スープ 　　味噌汁

　８/５（金） 　　ベーコンエッグ 　　豚生姜焼き
　　サラダ 　　生野菜
　　飲むヨーグルト

　第４日目 　　ご飯 　　五目寿司
　　味噌汁 　　かき玉汁

　８/６（土） 　　茹で塩マス 　　焼き鳥
　　納豆 　　温野菜
　　牛乳

　第５日目 　　パン
　　スープ

　８/７（日） 　　ソーセージ
　　生野菜
　　飲むヨーグルト

ランチパック

お弁当

お弁当

朝　食 昼　食 夕　食

  2.　献立表は食材の使用方法を強制するものでは有りません。アレンジOKです。

   　食中毒予防に努めてください。
  1.　配給食材は原則として各食事ごとの使い切りとなります。食事に起因する

一括配給調味料

注意！

お弁当

第１8回長野県キャンポリー献立表

・砂糖・塩・醤油・味噌・油・マヨネーズ・ドレッシング・麺つゆ・出汁の素



18. 新しい友だち

所属団・隊の情報も必要！
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10年後・20年後・50年後・そして永遠の友達になろう！
46



8月3日（水） 入場・設営・開会式・隊活動

8月4日（木） 場内プログラム・隊活動

19. ダイアリー
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8月5日（金） 場内プログラム・隊活動

8月6日（土） 場外/場内プログラム・大集会
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8月7日（日） 閉会式・環境整備・撤営・退場
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20. 健康管理チェック表
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21. メモ
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22. 会場マップ
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担当地区 担当地区

救護 1 東信 ⑩ F-7 スカウトソング 諏訪

救護 2 東信 ⑪ G-4 環境保護 長野

② D-1 観察 長野

③ D-3 通信 東信

④ D-6 気象観測 伊那 A

⑤ D-7 天体宇宙 中信 B

⑥ E-4 燃料 諏訪 C

⑦ E-5 ロープ結び 伊那 D

⑧ F-3 サバイバル 中信 E

⑨ F-5 パイオニアリング 中信

場外プログラム

⑫

唐松岳登山

EXアドベンチャー

ラフティング

イカダ作り

シャワーウォーキング

B-5

場内プログラム 場内プログラム

①

場内・場外プログラム 集合場所

⑨

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩

⑪

⑫



23. ソング

ユポイ ヤイヤ エーヤ
イギリススカウト歌集より

オ ユポイ ヤイヤ エーヤッ
オ ユポイ ヤイヤ エーヤッ
オ ユポイ ヤイヤ ユポイ トゥキ トゥキ
ユポイ トゥキ トゥキ エーヤッ

チェッチェッ コレ
作者不詳

チェッチェッ コレ チェッコ リサ
リサンサ マンガン サンサ マンガン
ホンマン チェチェ

山賊のうた
田島 弘 作詞

１．雨が降れば 小川ができ
風が吹けば 山ができる
ヤッホーヤホッホホー さみしい所
ヤッホーヤッホホホー さみしい所

2. 夜になれば 空には星
月が出れば おいらの世界
ヤッホーヤホッホホー みんなを呼べ
ヤッホーヤッホホホー みんなを呼べ
ヤッホーヤッホホホー
ヤッホーヤッホホホー

今日の日はさようなら
金子 詔一 作詞

1. いつまでも絶えることなく 友達でいよう
明日の日を夢みて 希望の道を

2. 空を飛ぶ鳥のように 自由に生きる
今日の日はさようなら またあう日まで

3. 信じあうよろこびを 大切にしよう
今日の日はさようなら またあう日まで
またあう日まで
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24. 長野県キャンポリーの歴史

開催年月 大会名 開催市町村（場所）

昭和25年5月 第1回長野スカウト大会 長野市（城山公園）

昭和26年9月 第2回スカウト大会 上田市（上田公園）

昭和32年10月 第3回スカウト大会 松本市（松本城広場）

昭和34年5月 第4回スカウト大会 小諸市（懐古園）

昭和36年8月 第5回県キャンポリー 長野市（城山公園）

昭和38年8月 第6回県キャンポリー 軽井沢町（レイク・ニュータウン）

昭和40年8月 第7回県キャンポリー 佐久市（農林省種蓄牧場）

昭和42年8月 第8回県キャンポリー 岡谷市（ヤシカ広場）

昭和52年8月 第9回県キャンポリー 富士見町（富士見高原）

昭和59年8月 第10回県キャンポリー 大町市（大町スキー場）

昭和63年7月 第11回県キャンポリー 戸隠村（越水ヶ原）

平成4年8月 第12回県キャンポリー 平谷村（平谷スキー場）

平成9年8月 第13回県キャンポリー 白馬村（五竜とおみ飯森ゲレンデ）

平成13年8月 第14回県キャンポリー 長門町（エコーバレースキー場）

平成17年8月 第15回県キャンポリー 石川県珠洲市（りふれっしゅ鉢ヶ崎）

平成21年8月 第16回県キャンポリー 長野市戸隠（越水ヶ原）

平成24年8月 第17回県キャンポリー 伊那市高遠町（高遠城址公園）

平成28年8月 第18回県キャンポリー 大町市平字小熊原（大町キャンプ場）
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1.    入場時

集合 8月3日（水） 時 分

場所

移動手段

会場到着予定 時 分 頃

2. 退場時

会場出発予定 時 分

移動手段

解散 8月7日（日） 時 分 頃

場所

25. 私の参加隊の移動スケジュール
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氏名：

所属団・原隊： 地区 第 団 隊

班 役務

隊長氏名： 連絡先：

18NC参加隊：

班 役務

隊長氏名： 連絡先：

26. 私のプロフィール
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27. かもしか賞認定シート

認定者：○・・・隊長、△・・・隊長または班長

隊長の認定 8月 日

（署名）

参加隊長 各位
・認定に際しては、各スカウトの努力を最大限理解していただき、
多くのスカウトがかもしか章を獲得できるようご配慮ください。

課目 内　　容 認　定

事前課題 大会期間中

<Ⅰ>信仰 ・信仰奨励章 信仰奨励章の項目（2）を修得する。 ○

信仰奨励章の項目（3）を修得する。 ○

<Ⅱ>奉仕 ・奉仕活動
隊・班で定める奉仕活動を１回以上実施
する。

△

<Ⅲ>プログラム
・ターゲットバッジ取得の機会

（各TGBプロによる）
場内プログラムに参加して、ターゲットバッ
ジ2つ以上に挑戦する。

○

・アドベンチャープログラム 場外プログラムに参加する。 ○

・多くのスカウトとの交歓
・交歓食事、相互交流訪問、参加隊ごとの隊営火
等の交歓プログラム

交歓会プログラムの準備 交歓会プログラムに参加する。 ○

・キャンポリー大集会 出し物の準備、練習 キャンポリー大集会に参加する。 ○

・ゆとりあるキャンプ生活 閑時にできる作業を考える
閑時作業（STA:Spare Time Activity）を行
う。

△

食事の前後に大きな声で
「いただきます」と「ごちそうさまでした」

△

生活時間に大きな声で歌をうたう。 △

元気な声であいさつをする。 △

自己の健康管理・衛生管理を行う。 ○

隊の中で当番班の任務を果たす。 ○

係決め 班の中の担当係の任務を果たす。 △

<Ⅴ>環境

・エネルギー等環境を考えたキャンプ生活

・地球環境に優しい展開
環境に優しいキャンプの準備 環境に優しいキャンプを実践する。 ○

<Ⅵ>テーマ
大会テーマ
「スカウトの友情」

班集会で大会テーマについて
話し合う。（隊長にレポートを
提出する。）

大会の最終日に班集会で大会テーマにつ
いて話し合う。（隊長にレポートを提出す
る。）

○

<Ⅳ>生活

・楽しいキャンプ

かもしか賞の認定内容
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祝

第18回
長野県キャンポリー
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祝 第18回長野県キャンポリー開催

おめでとうございます
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祝 第18回長野県キャンポリー

ようこそ 大町へ



主催
日本ボーイスカウト長野県連盟

後援
長野県教育委員会

大町市
大町市教育委員会
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