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２０１７年７月１日 現在 

平成２９年度 浜松地区ビーバー大会概略 

 

浜松地区副コミッショナー 浜松１４団 平野 浩司 

 

日  時：２０１７年７月３０日（日）１０：３０受付開始～１４：００解散 

 

場  所：太田山野営場 

 

タイトル：「森と水の国の冒険！」 

 

活動目標： 浜松地区ＢＶＳ全体で集まって行事を行うことによってスカウトとしての仲間意識を 

持たせ、これからの活動意欲を引き出す。 

 

運  営：浜松地区ボーイスカウト地区役員ならびにビーバー隊で構成される浜松地区ビーバー大会

組織委員会により運営を行う。 

 

総括責任者   平野 浩司  （浜松地区 BVS 担当 副コミッショナー） 

      

ポイント責任者 

(1) 風船割    荻  （浜松１団） 

(2) 竹筒水鉄砲     山下（浜松７団）荒川（浜松１９団） 

(3) 暗夜行路   村上（浜松１２団） 

(4) 木の記念品作り   花田 （引佐２団）平野（浜松１４団） 

 

人  員：浜松地区ビーバー隊、スカウトならびに指導者の人員は以下の通り。昨年度の参加人数を

考慮すると、全体で約２００名の参加と思われる。 

           ビーバスカウト  ひよこ（幼児）  指導者  保護者 

 浜松１団     ５名              ２名     ５名 

 浜松７団     ６名              ２名     ６名 

 浜松１２団   ２４名              ４名    ２４名 

 浜松１４団    ６名       ２名     ２名     ６名 

     浜松１９団   １０名              ２名    １０名 

 引佐２団     ５名              ２名     ５名 

      計      ５６名       ２名    １４名    ７２名 

合計 子供５８名 大人 ８６名 合計 １４４名 

 

安全対策：別紙「安全対策計画書」 

予  算：基本的に浜松地区ビーバー会の予算によって行う、不足の場合は、各隊から参加人数割り

で負担。 
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その他：雨天の場合は午前６：００地区コミッショナーの判断を受けて、ビーバー大会を開催 

するか決定する。午前６：１０－７：００にビーバー会の連絡網で判断を伝える。 

 

雨天プログラム案：  

時間 活動内容 準備品 

11:00 

 

開会セレモニー（大ホール） 

 

 

11:10 

活動 

60 分 

 

ポイントラリー(大ホール～中ホール) 

 ウォークラリーの方法、注意事項の説明を行う。 

 各隊毎にビーバーリーダーとじゃんけんして、勝った隊から出発 

  各ポイントでシールを配布する 

各ポイントの道具 

12:30 閉会セレモニー（大ホール） 

ビーバー大会セレモニー 

各隊毎に縦列にて集合。 

・記念撮影。 

・大きな輪をつくり、ビーバーコールの後、解散 

各団ごとに昼食後解散 

記念撮影用カメラ 
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活動内容：  

時間 活動内容 準備品 

10:30 受付  

 太田山広場で、各隊受付、人数の把握、参加費徴収 

 トイレに行っておく。 

実施計画書 

受付用テーブル 

いす、 

11:00 ～

11:10 

 

セレモニー開始 (谷間の広場) 司会 ○○○○ 

 

各隊隊旗 

11:15～ 

 

「説明＆じゃんけん大会」 司会 平野 

ウォークラリーの方法、注意事項の説明を行う。ウォークラリーは、

４つのチェックポイントを周り、スタンプを集める形式。 

 各隊毎に平野副コミとじゃんけんして、勝った隊から出発。 

 

11:20～ 

活動 

20 分 

 

(1) ポイント１ 

  風船割・・・地面にペグで留めた風船を弓矢で割る。 

        風船に動物などの絵を貼っておく。 

スタンプ 

風船、紐、ペグ 

弓矢、動物の絵 

 (2) ポイント２ 

  竹筒水鉄砲・・・川の水をバケツで汲んで水鉄砲を行う。 

           

 

スタンプ 

水鉄砲 

 (4) ポイント３ 

  暗夜行路・・・木の間にロープを張り巡らせて、目隠しを 

         してたどりながら歩く。 

 

スタンプ 

ブルーシート 

ロープ 

 (5) ポイント４ 

  記念品作り・・・木のプレートでキーホルダーを作る 

 

スタンプ 

木片、ポスカ 

 

12:00 

 

昼食 

   ２つポイントを回り終えた団から昼食をとる 

ビーバー弁当 

水筒 

12:40 午後の活動 

 引き続きポイントラリーを行う。 

 午前中に回れなかった２つのコーナーを回る。 

 

13:30 谷間の広場にて、ビーバー大会閉会セレモニー 

各隊毎に縦列にて集合。 

・全体で記念撮影。 

・大きな輪でビーバーコール 

 

14:00 閉会、解散  
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各団で用意するもの：（ものには、記名をお願いします） 

□ 大会計画書、筆記用具 

□ 参加者名簿（氏名、生年月日を記入の事） 

□ 救急箱（持ち運びできる簡単なもの） 

□ ビーバー隊旗 （谷間の広場に掲揚） 

□ ブルーシート（スカウトの荷物を置く） 

□  

 

スカウト各自に用意させるもの 

□ 制服、制帽 

□ ごみ袋（スーパーの袋程度） 

□ 軍手（ごみ拾いの際に使用） 

□ 雨具（天候により必要） 

□ 着替え（水に濡れた時のため） 

□ スカウト弁当・水筒 

 

 

本部で用意するもの 

＜太田山広場＞ 

□ 受付用 机・いす    （太田山備品） 

□ 受付用チェックリスト   （平野） 

□ スタンプカード             （○○○○） 

＜各ポイント地点＞ 

□ ポイントスタンプ    （平野） 

＜谷間の広場＞ 

□ テーブル・いす    （太田山備品） 

□ ごみ袋     （地区経費で購入） 

□ 記念撮影用カメラ（アナログカメラ） （○○○○） 

□  

 

大会前日までの日程 

① 7 月 9 日（日） 14：00～  太田山下見 

   

 ② 7 月 12 日（水） 19：30～21：30  住吉青少年の家 

           地区リーダー会にて各担当コーナーについて 

           詳細を打ち合わせて決定する。 

 

 ③ 7 月 26 日（水） 19：30～21：30  住吉青少年の家 

 

           地区 BVS ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 

           持物等の最終確認を行う。 
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大会前日の準備 

7 月 29 日(土) 

夕方より随時 太田山野営場 集合 

  前日から宿泊可能なリーダーは準備を行う。 

       浜松 1団さんが団キャンプを行っているので、邪魔にならないように 

       空いている場所を使わせていただく。 

 

       夕食と朝食は各自で用意のこと。 

  宿泊場所もホールの空いている場所か各自の車で寝る。 

 

 

大会当日の準備・片付け 

7 月 30 日 (日) 

９：００   BVS 隊長、副長、その他補助者 集合 

 

９：３０   受付場所の準備 

駐車場係は交通整理に移動。 

       各団で乗り合わせで来場してもらうようにする。 

        

 

 

１４：００ 各隊ごとに解散し、太田山広場に上がる。 

 駐車場係は交通整理に移動。 

 

 

9 月 13 日 (水) 

 ２水会にて、反省会。来年以降の活動へ記録を残す。 

 

 


