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予定し ていた夜のプログラ ムは翌日に延期し た

君田基地に移動するためマイ ク ロバスの乗車順番待ち
マイ ク ロバス乗車・ 花貫駐車場でシャ ト ルバス乗り 換え
君田基地着・ 受付後部屋割( 静岡連盟伊東5団カ ブ隊・ Ｇ Ｓ 2名と 合同）
夕食
シャ ワー。 就寝準備。

スカ ウト ￥5500/保護者・ 指導者￥8500

6日（ 晴れのち曇り ）
福島駅東口集合（ DL1スカ ウト 1遅刻）
なかよし の輪・ カ ブコ ール・ 隊長のお話
乗車・ 和合副団委員長見送り
いわき 駅着・ Ｊ Ｒ 常磐線乗車・ 高萩駅着・ シャ ト ルバス・ 大和の森スカ ウ
ト フ ィ ールド 着

初日は暑さ のなかで移動時間が長く 、 かつ重い荷物を担ぎながら バス・ 電車・ シャ ト
ルバスでの移動であっ た。 会場入り をし てから は予定し ていたプログラ ム数以上の多
く のプログラ ムに挑戦し た。 君田中学校では他団のスカ ウト と 合同で教室を使っ た。
シャ ワーはシャ ンプーや石けんの使用禁止であっ たが快適であっ た。

総合受付後アリ ーナ付近で昼食
プログラ ム「 冒険王の道」

参加隊長会議（ 前日の消灯後・ 起床時間前の生活について注意喚起）
消灯・ 就寝

「 ねら い打ち」
「 大型ク レーンゲーム」

ジャ ンボレッ ト 高萩２ ０ １ ７

ボーイ スカ ウト 福島第1団　 カ ブスカ ウト 隊

参加報告書

参加日時 平成29年8月6日〜8日
場所 茨城県高萩市　 大和の森スカ ウト フ ィ ールド （ 主会場）

活動報告

宿泊 高萩市立君田中学校( 元）
参加者 カ ブスカ ウト 12名　 デンコ ーチ1名　 デンリ ーダー3名

保護者2名　 指導者3名（ 合計21名）
移動手段（ 往復） 高速バス（ 福島市〜いわき 駅） JR常磐線（ いわき 〜高萩）

シャ ト ルバス（ 高萩〜主会場〜君田基地）
参加経費（ 大会参加費以外）
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昼食と かき 氷( 和合副団委員長支援・ 提供）
秋篠宮殿下・ 同妃殿下のご来場・ 視察のため午後のプログラ ム受付所まで
移動ができ ず・ 近く のプログラ ムに挑戦。 その後管理棟正面で両殿下をお
迎えする。

シャ ト ルバスにて君田基地に向け出発
君田基地着
プログラ ム「 バード コ ール」 作り
夕食

プログラ ム「 ト ムソ ーヤ・ アド ベンチャ ー」 受付。 スタ ート は14: 00予定。
待ち時間の間プログラ ム｢地産・ 地消ピザ」 に挑戦。 こ の間妃殿下がスカ ウ
ト にお声かけなさ れる。 スカ ウト は動じ なかっ たが、 保護者と 指導者は緊
張、 感激。 大会中最も 印象的な一場面であっ た。

隊の時間カ ブブッ ク ・ 進歩壁掛け表記入。 スカ ウツ・ ウオンサービス
シャ ワー。 就寝準備
消灯。 就寝
21時頃より 豪雨。

午前午後と 大会中メ イ ンに設定し たプログラ ムに挑戦。 秋篠宮殿下・ 同妃殿下にお会
いでき たこ と も 含め生涯の記憶に残る一に日だっ たと 思われる。

朝食・ 出発準備

スカ ウト フ ィ ールド 着。

途中　 白・ 黄色・ 紫・ 黄色・ 朱色の自然の5つの色を探し ながら 進む
ベンチャ ースカ ウト のキャ ンプ基地着
リ ーダーに挨拶をし て、 キャ ンプ地の説明を聞く 。 その後「 滝」 に向かう
開拓中のキャ ンプフ ァ イ ヤー場で小休止
3段の滝着　 し ばし 休憩。
滝出発。 こ の頃より 疲労を訴えるスカ ウト が数名出る。
キャ ンプフ ァ イ ヤー場着。 暑さ と 空腹のため体調不良を訴えるスカ ウト
が4名。 水分・ 塩分補給。 扇子の風によるク ールダウン。
空腹を訴えるスカ ウト が多く 、 昼食用に配給になっ たラ イ ス・ パッ ク 一つ
を食べる。
回復を待ち出発。

7日( 晴れのち雨）
起床・ 洗面・ 清掃
朝礼（ 伊東5団合同） 校庭掲揚塔前
参加隊長会議（ 村上副長出席）

プログラ ム「 魅惑の滝エリ アへ」 ハイ キング出発
スカ ウト フ ィ ールド 着
シャ ト ルバスにて出発
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8日（ 雨のち曇り ）

スカ ウト フ ィ ールド 出発。

いわき 着。 スカ ウト ・ 保護者に分かれお茶休憩。
高速バス乗車。 途中渋滞のため30分ほど遅延
全員無事福島着。

朝食。 雨のため主会場のプログラ ムは中止と の連絡。
場所を体育館に変更し プログラ ム｢ぼく の私の表札作り 」

高萩駅着
高萩駅発

隊長のお話のあと 、 組ごと になかよし の輪を行い解散。

昼食。 出発準備。 大会本部前で全員で「 あり がと う ございまし た」 の挨拶
をし スカ ウト フ ィ ールド をあと にする。

君田基地と スタ ッ フ に感謝の「 ウオー」 をおく り 、 出発。

起床・ 洗面・ 清掃
朝礼( 雨のため室内で。 隊長のお話は伊東5団渡辺隊長）

スカ ウト フ ィ ールド 着。 プログラ ムの多く は中止になっ ているが、 実施し
ているプログラ ムを探し て挑戦。 昨日に引き 続き 「 地産地消・ ピザ」 と ｢オ
セロ」 ・ コ ケ庭作り に挑戦。



                                          記　 福島第1団カ ブ隊　 隊長　 大関宏之



大会公式Facebookで掲載さ れたページ



福島第90団( 飯野町） 出身の伊藤さ ん（ 輸送部奉仕） のFBでも 取り 上げてく れまし た。





記　 福島第1団カ ブ隊　 隊長　 大関宏之
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