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1．ボーイスカウト活動の概要 

目的 

ボーイスカウトは、自立心のある健全な青少年の育成を目指した、世界的な社会教育運動です。 

子どもたちの好奇心や探究心にこたえる活動を通して、心身ともにバランスの取れた人格の形成を

目指しています。 

スカウト運動の目的は、よい社会人として持つべき資質 『立派な品性、強靱な体、さまざまな技能、

他の人々への奉仕』 を養い、幸福な人生を送れる人になるように、子どもたちを育てることです。 

活動内容 

野外活動を通して、自然を学び、友情や協調の精神を育てることが中心です。 

キャンプやハイキングなどの野外活動、募金や清掃などの奉仕活動、工作やゲーム、歌、演劇な

どの活動、手旗やロープなどの練習を行います。 

隊の構成と目標 

異年齢の子どもが集まる小グループでの活動を通じて、自主性・協調性・社会性と責任感を養いま

す。年齢に合った育成を行うために、年齢層に応じて 5 つの部門（隊）があります。 

ビーバースカウト 年長 1 月～小学 2 年生 

「仲間と仲良く遊ぶ」「自然に親しむ」「楽しみや喜びを分かち合う」ことを学ん

でいきます。 

カブスカウト 小学 3 年生～5 年生 

自分で考え自分のことは自分でする、みんなでルールを作って仲良く遊ぶ、

自然や社会とふれあう、といったことを通じて自立心や創造力を養います。 

ボーイスカウト 小学 6 年生～中学 3 年生 8 月 

班と呼ばれる少人数のグループの中で、自分の責任を果たし、積極的に関

わり、活動することで班に貢献し、自分の意識・実力・信頼を高めていきます。 

テントの張り方、地図の読み方、炊事や工作、自然観察などを楽しく学びます。

また、自分のためだけでなく、奉仕の精神を持ち、人のために役に立つことの

大切さを学びます。 

ベンチャースカウト 中学 3 年生 9 月～高校 3 年生 

隊長のアドバイスの下で自らのニーズ、そして真のスカウトとしての自分を実

現するために、個人もしくは活動チームを組んで企画・計画・実施・反省評価

のプロセスを繰り返しながら更に大きな活動に挑戦していきます 

ローバースカウト 18 歳～25 歳 

隊長等のアドバイスの下で自分の人生について深く考えていく時機です。 

自分自身で広く・深く考え、またチャレンジし取り組んでいきます。 

多くのローバーは隊指導者として、後輩スカウトの指導にあたります。 

指導者 

それぞれの役割りに必要な研修や訓練を受けた人が指導者になっています。 

多くの指導者は「保護者」で、活動のお手伝いをきっかけに指導者になった方です。子どものときに

ボーイスカウトに参加していた方や、ずっとスカウト活動を続けてきた方も指導者として参加されて

います。 

ボーイスカウトの指導者は、すべて無給のボランティアです。 
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2．団の組織 
団には、5 つの隊のほかに、団委員会と育成会があります。 

それぞれの隊には隊長、副長などの指導者がおり、活動を計画・実施してスカウトの指導を行います。 

団委員会は財政、資産管理、登録などの事務処理、広報活動を行うほか、各隊の活動を支援します。 

育成会は団の母体であり、団の育成と発展を支えます。 

入団されると、お子さんは年齢に応じた隊の隊員になり、保護者さんは育成会の正会員になります。 

江南第 1 団は江南ライオンズクラブが育成団体となって昭和 40 年に創立され、現在も資金援助をいた

だいていますが、育成会は保護者さんが中心で、実質的に「保護者会」となっています。 
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3．必要な費用・用具 

入団時にお納めいただく費用 

入団金 5,000 円 

初回登録費 4 月～8 月入隊の場合 5,100 円、9 月～3 月入隊の場合 2,850 円 

年間費用 

 隊費 育成会費 ※ 更新時登録費 制服レンタル費 年間合計 

ビーバー隊 13,200 円 4,800 円 5,100 円 1,000 円 24,100 円 

カブ隊 25,200 円 4,800 円 5,100 円 1,500 円 36,600 円 

ボーイ隊 15,200 円 4,800 円 5,100 円 なし 25,100 円 

ベンチャー隊 13,200 円 4,800 円 5,100 円 なし 23,100 円 

ローバー隊 なし なし 5,100 円 なし 5,100 円 

※2 人以上のお子さんが団に在籍している場合、育成会費は 1 名分だけいただきます。 

年間費用とは別に必要となる費用 

通常の隊活動とは別に、特別な活動を行う場合には、別途費用が必要です。 

特別な活動には下記のようなものがあり、実施場所や期間によって費用が変動します。 

スキー訓練 カブとボーイが年 1 回実施します。参加は任意ですが、参加を推奨します。 

費用は 20,000 円程度＋スキーレンタル代です。 

ベンチャーはスキー訓練と同じ日程・同じ場所で雪中キャンプを行うことが多

いですが、宿に泊まらないため、費用は概ね 1 万円前後です。 

県野営大会 県連盟が主催するキャンプ大会で、4 年に 1 回開催されます。 

ボーイとベンチャーが対象で、ボーイは原則として全員参加です。 

平成 28 年に日和田高原で開催された大会の参加費は 43,000 円でした。 

日本ジャンボリー 日本中のスカウトが集うキャンプ大会で、4 年に 1 回開催されます。 

ボーイとベンチャーが対象ですが、参加できるのは各団から数名だけです。 

第 15 回は静岡県朝霧高原で開催、期間は 9 日間、費用は 7 万円でした。 

第 16 回は山口県で開催、期間は 9 日間、費用は 10 万円でした。 

第 17 回は平成 30 年に石川県珠洲市で開催されます。期間は 7 日間です。 

制服 

ビーバーとカブは有償でレンタルします。詳しくは別紙 1 をご覧ください。 

なお、カブのソックスはレンタルの対象外で、購入をお願いしてします。 

ボーイからローバーの制服は各自で購入が必要です。 

ボーイの制服は一式 13,000 円前後です。ベルトなど一部を除いてローバーまで共通で使えます。 

個人装備 

キャンプなどに必要な個人装備は各自で用意していただきます。詳しくは別紙 2,3 をご覧ください。 

ビーバー隊 とくに必要な装備はありません 

カブ隊 カブハイソックス、カブ用ロープ、ハバザック、食器セット、寝袋、ロールマット 

ボーイ隊 ハバザック、手旗、食器セット、コンパス、ボーイ用ロープ、ハンドブック、歌集、 

アタックザック、寝袋、ロールマット  
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4．年度途中の入団 
ボーイスカウトの年度は 4 月始まりですが、入団はいつでもできます。 

年度途中に入団する場合、隊費・育成会費は月数に応じて納入していただきます。 

制服レンタル費も月割りですが、変則です。詳しくは別紙 1 をご覧ください。 

5．ビーバー隊・カブ隊の概要 

活動内容と頻度 

ビーバー 2 時間程度の「遊び」を中心とする活動を、月に 2 回行うことを基本としています。 

遠出を伴う活動や長時間の活動を行うこともあります。 

カブ 隊集会は月 1 回を基本とし、隊集会への準備として組集会を 1～2 回実施します。 

野外活動を中心にハイキング，キャンプ，野外料理，工作，奉仕活動などを行います。 

主な活動場所 

二子山公園（江南市曽本町）、布袋北部学供、北野天神などで活動することが多いです。（別紙 4） 

二子山公園に隣接する二子荘を、団のスカウトハウス・倉庫として使わせていただいています。 

隊の連絡方法 

各隊指導者から説明いたします。 

6．保護者さんにお願いしたいこと 

お手伝い 

隊によって、また、その日の活動によって様々ですが、例えば、遠くへ出かけるときの引率や子ども

たちの作業の補助など、必要に応じてお手伝いをお願いしています。 

お手伝いは任意ですが、要請があったときはできるだけ協力をお願いします。 

家庭での活動 

カブスカウトの課目には家庭での履修が必要なものがあります。保護者さんはときどきお子さんの

履修状況を見ていただき、応援団となってお子さんを励ましながら、一緒にボーイスカウト活動を楽

しんでいただきたいと思います。 

カブ隊のデンリーダーについて 

カブ隊では各組にデンリーダーを置きます。デンリーダーは原則として、5 年生のスカウトの保護者

さんに 1 年間の奉仕をお願いしています。強制することはありませんが、引き受けていただける方

がいないとカブ隊の活動ができなくなりますので、できるだけご協力をお願いします。 

さいごに 

ボーイスカウト運動は、教育活動ではありますが、塾やお稽古事のようないわゆる「習いごと」では

ありません。学校の様に十数年かけて、学校では主に「知識」や「運動」を、ボーイスカウトでは「心

や精神」「知恵や手技」を修得していきます。「習う」のではなく「修める」のです。更に、メンバーとの

関わりから、人として最も大切な「誠実」→「信頼」を築いていくために、ある程度の長い時間を必要

としています。つまり、短期間では成果が出ない活動でもあるのです。 

そのため、「効果がみえない」等の理由で、塾や習いごとと同じような判断で辞められる方もいます。

ボーイスカウトは任意の教育活動ですから、どう評価するかは保護者でありスカウト本人ですが、

まさに「継続は力なり」が表れる活動でもあることをご理解ください。 
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別紙 1  制服の有償レンタルについて 
 

平成 27 年度まで、ビーバー・カブスカウトの制服は、OB の方々が寄付してくださったものを無償で

お貸ししていましたが、27 年 9 月に制服が変更されたことに伴い、ビーバー・カブスカウト新制服の有

償レンタルを行うことにしました。 

新制服の耐用年数が不明ですが、6 年間と想定してレンタル代を決めさせていただきました。有償

でお貸しするのは初めての試みですので、運用面の不備などでご迷惑をおかけすることがあるかもし

れません。 

今後、制服の傷み具合、実際に運用する中で出てきた問題点を把握して、ルールを見直して行き

ますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 制服レンタル規約  

1．レンタルするもの 

ビーバー ：ポロシャツ、トレーナ、キャップ 

  （季節によらずポロシャツとトレーナーの両方を貸し出します） 

カブ ：長袖シャツ、半ズボン、ベルト、キャップ 

2．レンタル代 

ビーバー ：年間 1,000 円、途中入隊時は 100 円×月数（上限 1,000 円） 

カブ ：年間 1,500 円、途中入隊時は 150 円×月数（上限 1,500 円） 

年度初めに一括で納入していただくことにします。 

年度途中で退団した場合、レンタル代の返金は行いません。 

3．交換 

次の場合は交換します。 

1）サイズが合わなくなったとき 

2）破損・汚損したとき 

破損・汚損の場合、原因によっては、その制服の残存価額の負担をお願いすることがあります。

残存価額は 6 年間で価値がゼロになるとして計算します。例えば 2 年間貸し出したものの残存

価額は購入価格の 2/3 です。 

4．返却 

制服が不要になったときは、自宅で洗濯したうえで返却してください。 

・キャップはネットに入れて洗濯してください 

・ベルトは洗濯しなくて良いです 
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別紙 2  カブスカウトの個人装備 

入隊までに下記のものをご用意ください。 

これらは日本連盟の販売部門（ボーイスカウトエンタープライズ）が販売するもので、「需品」と呼びます。 

品名 (日本連盟需品) 価格(税込) 備考 

シャツ 長袖 3,996円 

ご希望の方には、一式年間1,500円でお貸しします。 

成長に伴うサイズ変更にも応じます。 

半ズボン 3,132円 

ベルト 648～702円

キャップ 1,404円 

カブハイソックス 756～810円 制服のうち靴下だけはお貸ししていません。 

ロープ（カブ用） 462円 なわ結び練習用のロープです。 

ハバザック 3,500円 ボーイスカウト以上になっても使えます。 

すでにお持ちのザック・食器があれば、それをお使いいた

だいてもかまいません。 

アルミ食器 1,620円 

スプーンセット 410円 

購入できる場所 

松坂屋名古屋店 ユニフォーム売場 TEL 052-251-1111  名古屋市中区栄 3-16-1 

ボーイスカウト愛知県連盟需品部 TEL 052-972-6281  愛知県東大手庁舎 6F 平日のみ 

 カブロープ ハバザック アルミ食器 スプーンセット 

 
制服サイズ表 

品名 サイズ 

上着・長袖 

 
CS130L 
CS140L 
CS150L 
CS160L 

肩幅 
36cm 
38cm 
40cm 
43cm 

バスト 
85cm 
90cm 
95cm 
102cm 

上衣丈 
55cm 
59cm 
63cm 
67cm 

袖丈 
43cm 
47cm 
51cm 
55cm 

半ズボン 

 
CS58-63S 
CS63-69S 
CS69-77S 
CS77-85S 
CS85-93S 

対応ウエスト 
58～63cm 
63～69cm 
69～77cm 
77～85cm 
85～93cm

ヒップ 
85cm 
91cm 
97cm 
107cm 
117cm 

股下 
17.5cm 
19  cm 
20.5cm 
20.5cm 
20.5cm

キャップ フリー 

ハイソックス 
M （対応サイズ  19～22cm） 
L （対応サイズ  23～26cm） 

カブベルト 
（バックル付き） 

M （対応ウエスト  ～80cm） 
L （対応ウエスト  ～100cm） 

需品は、団で代行購入することもできます。 

申込書をお渡ししますので、必要な購入品とレンタル品をご記入のうえ提出してください。 

購入品は、入荷後に代金引き換えでお渡しします。 

制服レンタル代は、入隊後に隊費などと一緒に納入いただきます。 

キャンプではシュラフ（寝袋）とマットが必要な場合があります。 

必要になったときに指導者から説明しますので、すぐに用意する必要はありません。 
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別紙 3  ボーイスカウトの個人装備（参考） 
 

ボーイ隊では多くの個人装備が必要になります。 

カブからボーイへの上進時には、あらためて説明会を行います。 

 

品名 価格 備考 

シャツ 半袖 3,456～3,996円

制服はサイズによって価格が異なります。 

ズボン 4,104～4,664円

ベルト 1,026～1,080円

ハット （男子） 3,888～4,104円

中折れ帽 （女子） 3,672円 

たすき 1,080円 課目を修得したことをあらわす記章を取り付けます。

ロープ（ボーイ用） 596円 なわ結び練習用のロープ。カブ用とは異なります。 

手旗 812円  

コンパス（方位磁石） 2,570円～ 団ではシルバコンパスを推奨しています。 

ハバザック 3,500円 

カブスカウトの個人装備と同じです。 アルミ食器 1,620円 

スプーンセット 410円 

スカウトハンドブック 972円  

ボーイスカウト歌集 518円  

シュラフ（寝袋） 5,000円前後～ 3シーズン用が必要です。 

ロールマット   

アタックザック 10,000円前後～ レインカバー付きで、容量が65L以上のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボーイ隊は 3 月～11 月頃までキャンプを行います。また、ジャンボリーなどの長期キャンプもあります。 

そのため、シュラフはやや性能の高い 3 シーズン用、ザックは大容量のものが必要となります。 

キャンプ用品は性能も価格もピンからキリまでありますので、購入前に指導者に相談ください。 

知り合いで貸してくださる方があれば、まずは借りて使ってみることをお勧めします。 

 

コンパス アタックザックロールマット シュラフ
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別紙 4  主な活動場所 
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1． 北野天神 隊活動、育成会総会、もちつきなどの 
 会場として使わせていただいています。 

2． 藤之宮神社 電車移動時の集合場所として利用します。

3． 布袋北部学習等供用施設（布袋北部学供） 
 隊活動、団や隊の会議で利用しています。

4． 二子山公園 隊活動の拠点として良く利用します。 
 公園に隣接する二子荘は曽本区の旧公民

 館ですが、団のスカウトハウスとしてお借り

 しています。 

4 

3
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