
2014.9～2016.3

年間テーマ：　げんきに　あそぼう　ビーバー隊　！！！ 　　　ビーバー隊長（平塚　秀典）

○木の葉章：社会＝青　表現＝橙　生活＝黄　自然＝緑　健康＝赤

年、月 タイトル 活動の目標 活動の概要 開催日 木の葉章 備考（場所等）

1４.9 ﾋﾞｰﾊﾞｰ隊のはじまり 入隊、上進式。
上進式・進級、入
隊式

２２日 社会 柿の木台体育館

☆ 町をきれいにしよう
ゴミ拾いを通じて街の美化、社会奉
仕の喜びを知る。

ｶﾝﾄﾘｰ大作戦(ｽｶ
ｳﾄの日)

２２日 社会 ﾗｲｵﾝｽﾞの森、周辺

★ せかいのともだちのために
世界中の困っている子供たちに対し
自分達も助ける事が出来る事をを
知る。

矢切ふれあいま
つり/ﾕﾆｾﾌ募金

２８日 社会
矢切公民館、まつど市民活
動サポートセンター

１０
かっこいいビーバースカウトにな
ろう！

ビーバースカウトとしての基本動
作、ソングを学ぶ

基本訓練、ソング １９日 社会 オリンポスの山

★ たくさんとれるかな？
芋ほりの体験を通じて収穫の喜び、
自然の大切さを知る

芋ほり体験 ２６日 自然 柏市（長谷さん知り合い）

１１ ★ きれいないろをさがしにいこう
自然に中の紅葉などの美しさを観察
すし、自然保護について考える。

自然観察／工作 １６日 自然 21世紀の森と広場

１２ みんなをビックリさせるぞ
他人を楽しませることの喜びを知
る。

団Ｘ’マス隊練習 １４日 生活 市民活動サポートセンター

☆ みんなでクリスマスでもりあがろ
自分たちが楽しむことが出来ること
について感謝する。

団Ｘ’マス会 ２３日 表現 市民活動サポートセンター

１５．１ おおぞらそらたかく
凧づくりと凧揚げを体験し昔の遊び
を知る。

ライオンズクラブ
凧揚げ大会

１１日 表現自然 松戸神社～矢切公民館

としのはじめのごあいさつ
神と身のまわりの人たちを認識す
る。

初詣／ハイク ２５日 社会 松戸神社～矢切公民館

２ ☆
おいしいおもちをたくさん食べよ
う

餅つき体験により昔の生活を知る。 団・育成会餅つき １５日 生活表現 柿の木台小学校（予定）

★ ころんでもころんでもがんばろー アイススケート技能習得。
アイススケート体
験

２２日 健康 江戸川区スポーツランド

第３４期　ボーイスカウト　松戸第９団
ビーバースカウト隊　年間プログラム及び会計予算（案）

★ ころんでもころんでもがんばろー アイススケート技能習得。
験

２２日 健康 江戸川区スポーツランド

３
１ねんのはじめにたか～い山に
のぼろう

基礎体力の増強。忍耐力をつける。
宗教に関して何かを感じる。

高尾山ハイク ８日 自然健康 高尾山（ＲＳ奉仕）

さくらの花をさがしに行こう 季節を感じながら健康増進を図る。 ハイキング/花見 ３０日 自然健康 市川市真間方面

４ どこまでもすべろー
そりをつくり、そりすべりを楽しみな
がら体力をつける

江戸川土手 １２日 表現健康
松戸市民会館/江戸川土
手

はるのうみにはなにがいるかな
自然観察を通じて環境保全の大切
さを知る。収穫の喜びを知る。

潮干狩り ２６日 自然生活 船橋市方面

５ ◎
ビーバー隊ぜんいんしゅうごう
①

地区内のスカウト仲間を知り、交流
する喜びを知る。

松鎌地区ビー
バーまつり

１７日 全部 松戸市内公園

☆
みんなのキャンプ場をきれいに
しよう

自分たちの活動場所を大事にする
こと。地域住民の存在を知る。

野営場整備 ３１日 社会生活 オリンポスの山

６ ◎ 大きなおとをだしてみよう
演奏体験を通じて日本文化を知る。
生演奏の迫力を感じる。

和太鼓見学、体験 ７日 表現 専修大学松戸中高

みんなでつくってたべてみよう 料理の基本、衛生について学ぶ。 菓子つくり体験 ２１日 生活表現 松戸市民会館

７ なつのはじめをかんじよう 季節を感じながら健康増進を図る。 ハイキング ６日 健康
上本郷－運動公園－オリ
ンポスの山（小雨決行）

おおきいのをつりあげるぞ
自然観察を通じて環境保全の大切
さを知る。命の大切さを知る。

ザリガニ釣り ２０日 自然 坂川親水公園

８ よるのさんぽでひかりをさがそう
自然観察を通じて環境保全の大切
さを知る。

星空観察 ８日 自然 利根川ゆうゆう公園

みんなであそびまくるぞ あそぶ。たべる。たのしむ。
アスレチック/ＢＢ
Ｑ

３０日 全部 みさと公園　（ＶＳ奉仕）

９ ☆ 町をきれいにしよう
ゴミ拾いを通じて街の美化、社会奉
仕の喜びを知る。

ｶﾝﾄﾘｰ大作戦(ｽｶ
ｳﾄの日)

１３日 社会 ﾗｲｵﾝｽﾞの森、周辺

★ せかいのともだちのために
世界中の困っている子供たちに対し
自分達も助ける事が出来る事をを
知る。

矢切ふれあいま
つり/ﾕﾆｾﾌ募金

２７日 社会
矢切公民館、まつど市民活
動サポートセンター

１０ テントでおひるねしてみよう。
ビーバースカウトとしての基本動
作、ソングを学ぶ

カブ隊デイキャン
プ見学

１８日 表現 オリンポスの山

川のむこうへいってみよう
すこし長距離をあるき、健康増進と
がんばる心を育てる。

ハイキング ２５日 健康 矢切の渡し/柴又帝釈天
がんばる心を育てる。

１１ ★ たくさんとれるかな？
芋ほりの体験を通じて収穫の喜び、
自然の大切さを知る

芋ほり体験 ３日 自然 柏市（長谷さん知り合い）
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第３４期　ボーイスカウト　松戸第９団
ビーバースカウト隊　年間プログラム及び会計予算（案）

★ きれいないろをさがしにいこう
自然に中の紅葉などの美しさを観
察すし、自然保護について考える。

自然観察／工作 １６日 自然 21世紀の森と広場

１２ ことしはどんなことができるかな
他人を楽しませることの喜びを知
る。

団Ｘ’マス隊練習 １４日 生活 市民活動サポートセンター

☆ みんなでクリスマスでもりあがろ
自分たちが楽しむことが出来ること
について感謝する。

団Ｘ’マス会 ２３日 表現 市民活動サポートセンター

１６．１ としのはじめのごあいさつ
神と身のまわりの人たちを認識す
る。

初詣／ハイク １１日 生活 松戸神社～矢切公民館

そらたかくどこまでも
凧づくりと凧揚げを体験し昔の遊び
を知る。

２５日 自然健康

２ ☆
ことしはどれだけ食べられるか
な

餅つき体験により昔の生活を知る。 団・育成会餅つき １４日 生活表現 柿の木台小学校（予定）

★ ころんでもころんでもがんばろー アイススケート技能習得。
アイススケート体
験

２２日 健康 江戸川区スポーツランド

３ ★ きゃんぷはたのしそうだぞ
野外での生活を体験してカブ隊へ
の上進へ動機づけを行う。

キャンプ体験 １５日 自然健康 オリンポスの山

カブ隊にいってもがんばってね お別れハイキング ハイキング/花見 ２９日 自然健康 市川市真間方面

その他の活動

1４.１０ ★
９だんのみんなでごはんをたべ
よう。

自分でおにぎりをつくって食べてみ
る

ボーイ・カブ隊デ
イキャンプ参加

１９日 オリンポスの山

☆ ９だんのおみせのおてつだい 柿小まつりバザー手伝い 柿小まつり ２５日 柿の木台小

１１ ◎ おともだちをたくさんふやそう 地区募集活動 ２日 21世紀の森と広場

１５．４
ビッグビーバー進
級式

６日 オリンポスの山

５ ◎ 松戸こどもまつり ３日 21世紀の森と広場

◎ おともだちをたくさんふやそう 地区募集活動 ６日 21世紀の森と広場

７ ★
カブ隊のキャンプってどんなこと
やるの？

カブ隊の活動について保護者に理
解してもらう。カブ隊との交流をす
る。

カブ隊キャンプ見
学

２６日 那須方面

＊ 雨天プログラム：上野動物園、市川動植物園、交通博物館、恐竜探検館、屋内ﾌﾟｰﾙなど ☆団・育成会行事

★カブ隊合同

◎地区行事

雨プロ　・　その他

４ いざとなったら何をたべようか
災害時に自分の身を守る方法を知
る。

防災センター見学／
災害時非常食試食

１２日 社会
千葉県防災センター／ライ
オンズの森

みんなのだいすきなぎゅうにゅう
はどこで作っているのかな

牛乳の作り方を理解する。衛生につ
いて理解する。

牛乳工場見学 ２５日 自然健康 メグミルク野田工場

１０ みんなだいすきでんしゃでＧＯ！ 電車や整備・運行について学ぶ 電車庫見学 ２５日 自然健康
新京成電鉄くぬぎ山車両
基地

１２
かみはどうやってつくられるのか
な

紙の作り方について学びながらリサ
イクルについて考える

紙の博物館見学 １６日 自然健康 北区王子　神の博物館


