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スカウトへ 

4 月から新しい組がはじまりました。“やくそく”

と”さだめ”を守り、カブスカウトとして元気に活

動しましょう！ 

 

4/7(日)上進式(じょうしんしき)では 3 名がボーイ

隊へ上進しました。そしてビーバー隊から 3 名が

上進し入隊しました。 

くま 6 名、しか 7 名、うさぎ 3 名、さあはじまり

だ！ 

14 日(日)は組に分かれてカブ連のれんしゅう、キ

ャンプイスのネームプレートつくりをしました。 

21-22 日(土日)道満グリーンパークでの隊キャン

プ。組のなかまとすごすテントは楽しかったね。 

 

 

5 月のかつどうについて。 

特別隊集会(とくべつたいしゅうかい)は登山です。

お家の方もいっしょにいくことができます。みん

なからもお家の人をさそってください。 

雨は施設(しせつ)の見学になります。6:00 までに

保護者連絡(ほごしゃれんらく)をします。 

 

 

 

●●●●● 5 月 の 予 定 ●●●●● 

予定がかわることもあります。 

【 くまキャンプ 】4-5 日(土日) 

晴＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

集 合：4 日 9:30 道満グリーンパーク 

解 散：5 日 11:00 同じ 

持ち物：キャンプセット 

チーフ：隊チーフ(黄) 

※雨天中止 6:00 判断して保護者連絡 

 

【 団キャンプ 】11-12 日(土日) 

晴＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

集 合：11 日 9:30 道満グリーンパーク 

解 散：12 日 11:00 同じ 

持ち物：キャンプセット 

チーフ：団チーフ(ピンク) 

デイキャンプ＿11 日 6:00 判断して保護者連絡 

集 合：12 日 9:30 道満グリーンパーク 

解 散：12 日 13:30 同じ 

持ち物：カブセット、食器セット 

チーフ：団チーフ(ピンク) 

 

【 特別隊集会 】26 日(日) 

晴＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

集 合：7:00 戸田公園駅交番前 

解 散：17:00 同じ 

持ち物：ハイキングセット 

チーフ：隊チーフ(黄) 

雨＿＿6:00 判断して保護者連絡＿＿＿ 

集 合：9:30 戸田公園駅改札前 

解 散：15:45 同じ 

持ち物：ハイキングセット 

チーフ：隊チーフ(黄) 

 

 

 

●●●●● カブ隊の持ち物 ●●●●● 

A.カブセット  

●ハバザックに入れるもの  

・ロープ 

・筆記用具 

・水筒（お茶/麦茶/水のみ） 

・カブブック 

・チャレンジブック 

・カブ歌集 

・軍手（綿 100％で滑り止めがないもの） 

・雨具（必ず上下に分かれているもの） 

・団キャップ 

●制服の胸ポケットに入れるもの  

・登録証、10 円玉 3 枚 

●ズボンのポケットに入れるもの  

・ハンカチ、ティッシュ 

B.ハイキングセット  

・カブセット(上記 A) 

・カブ弁（おにぎり 3 個程度が良いです） 

・レジャーシート 

C.ゴミゼロセット 

・カブセット(上記 A) 

・ほうき 

・ちりとり 

D.キャンプセット  

・ハイキングセット(上記 B) 

・シュラフ（寝袋） 

・マット（シュラフの下敷） 

・ブランケット（ひざかけ） 

・パジャマ（スウェット上下） 

・活動着（綿製 上下⻑袖） 

・着替え（下着、Ｔシャツ、くつ下） 

・防寒着（少し厚手のもの） 

・洗面用具（⻭磨きセット） 

・フェイスタオル(汗ふき用) 

・懐中電灯 

・⻑靴（天候によらず必須） 

・腕時計（組⻑・次⻑のみ） 

・虫よけスプレー 

・食器セット 

・フキン,ぞうきん 

・新聞紙 

注！全ての持ち物には必ず名前を書いてください 
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保護者の皆さんへ 

 

いつも活動にご理解ご協力をいただき、ありがと

うございます。 

 

このページでは保護者会でお渡しした年間プログ

ラムに追加される内容や、直近の活動についてご

案内いたします。 

 

【追加スケジュール】 

5 月 5(日)こどもの国まつり(ご案内) 

8 月 10,11,12(土日月)サマーキャンプ 

9 月 29(日)県連 70 周年記念行事 

 

 

 

●5/5(日)こどもの国まつり● 

10:00〜15:00 こどもの国にて毎年恒例のイベ

ントが開催されます。当日、どこかのブースに

て戸田 1 団指導者が奉仕で出ております。是非

ご自由に・ご気軽にご参加下さい。 

活動ではないため、制服着用不要、出欠連絡不

要です。 

 

●5/18(土)育成会総会・懇親会● 

   ~SKSB 訓練映写会~ 

先日団よりご案内・出欠票の封書を郵送しており

ます。内容をご確認いただき、出欠票を隊⻑宛に

メール添付(PDF,画像)または団キャンプ集合時に

お渡し下さい。5/11 締切。 

育成会総会は出席が必須になります。やもえず欠

席される場合は必ず委任状をご提出下さい。 

懇親会(任意)の出欠は 5/11 までに隊⻑へメール

にてご連絡ください。 

 

●5/26(日)特別隊集会● 

登山を予定しています。小学生が余裕で登れる程

度の山です。日頃の運動不足解消に、スカウトと

一緒に登りましょう！交通費、スポーツ保険の加

入が必要になります。“お父さん、出番ですよ！” 

交通費：スカウト 970 円、大人 1,930 円 

当日、封筒に名前と金額を記入してお釣りのない

ように持参してください。 

雨の場合は屋内施設の見学になり交通費も変わり

ますので、後日お知らせいたします。 

 

●6/16(日)ボーイスカウト講習会● 

場所: さいたま市青少年宇宙科学館 

時間: 9:10 受付〜17:00 予定 

費用: 参加費 1,500 円(団全額補助) 

参加費は後日清算になりますので領収書を必ず受

け取ってください。(指導者手帳購入も同様) 

ボーイスカウト講習会への参加は、団の方針によ

り今年度より必須となりました。そのため団から

の費用補助(参加費、交通費片道)が大きくなり、

実際にかかる費用は片道分の交通費程度となりま

す。 

まだ参加されていない保護者の方はご出席くださ

い。参加希望の方へは申込書(持ち物等の詳細あ

り)をお渡しします。 

 

●8/10(土)〜12(月祝)サマーキャンプ● 

日程が確定しました。昨年(中止になりましたが)

と同じ富士五湖(西湖)になります。ご家族の参加

も可能ですので、ご一緒に野外体験をしません

か？ 

説明会 6/22(土)、25 日(火)のどちらかに必ず

出席してください。 

 

 

●9/29(日)埼玉県連 70 周年記念行事● 

今年はボーイスカウト埼玉県連盟が 70 周年を迎

えます。その記念行事が上記日程で行われます。 

お渡しした年間プログラムには記載がありません

でしたが、カブ隊も参加いたします。年間の公式

活動になりますので皆勤賞の対象になりますこと

をご了解ください。 

 

●道満募金のお願い● 

カブ隊キャンプなど無償にてお借りしています。

スカウト活動にご理解いただき、無償で場所を提

供いただく水と緑の公社さんへ御礼をかねた募金

をしております。ご賛同いただけましたらリーダ

ーへ声がけいただきますようお願い申し上げま

す。スカウト 1 名に付 100 円、駐車場使用お気

持ち(1 口 100 円)。 

ちなみに先日のキャンプは 3,550 円集まりまし

た。ご協力ありがとうございます。ちなみに昨年

は戸田第 1 団で 31,107 円を納金しました。引き

続き、くまキャンプ、団キャンプもよろしくお願

いいたします。 

 

●スポーツ保険● 

保護者会でもお話した通り、各ご家庭 1 名のス

ポーツ保険加入をお願いしております。5/11 ま

でに隊⻑あてに①名前②ふりがな③(西暦)生年

月日④性別 をお知らせください。メールで結

構です。 

ボーイスカウトは地域社会や保護者などの大人

の支援が必要な活動です。スカウトがより安全

で楽しい活動ができるように、またご協力いた

だく大人自身の万が一に備えての加入になりま

す。費用は 1,850 円、年内いつ加入しても有効

期間は 2020/3/31 までになります。 


