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Ⅰ あいちスカウトデーの概要 

 

１．目標 

 ①愛知連盟創立 70 周年を加盟員全員参加で祝うことにより、スカウト各人が大きな運動 

  の一員であることを認識し、今後一層の積極的な参加を期する起点とします。 

 ②名古屋市内中心部で加盟員が一堂に会するインパクトをスカウト運動のＰＲにつなげる 

  ことにより、加盟員増員へ反転の起点とします。 

 

２．テーマ 

 「光り輝け!! あいちのスカウトたち！」 

 

３．主催等 

 ①主 催  一般社団法人日本ボーイスカウト愛知連盟 

 ②後 援  愛知県、愛知県教育委員会、愛知県小中学校長会 

       愛知県小中学校 PTA 連絡協議会、名古屋市 （以上予定） 

 ③協 力  陸上自衛隊 第 10 師団 

 

４．日時 

 令和元年 11 月 10 日（日）9:00〜14:30 

 

５．会場 

 ①主会場 

   久屋大通公園・エディオン久屋広場  （名古屋市中区栄 3-16） 

 ②サテライト会場 

  （１）朝日神社            （名古屋市中区錦 3-22-21） 

  （２）若宮八幡社           （名古屋市中区栄 3-35-30） 

  （３）真宗大谷派名古屋別院（東別院） （名古屋市中区橘 2-8-55） 

 

６．参加者 

 愛知連盟全ての加盟員（同年代の子どもたちを誘って参加して頂くことを期待します。） 

 

７．参加費 

 加盟員 1名 500 円（記念品含む、8月 31 日付の登録数をもとに地区へ請求します。） 

 

８．会場へのアクセス 

 公共交通機関等を利用の上、美化活動などを実施しながら徒歩での入場を原則とします。 
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Ⅱ プログラム 

 

１．参加に当たっての考え方 

 あいちスカウトデーに参加する加盟員は、主会場およびサテライト会場で行われるプログ 

 ラムを利用しつつ、事前に隊や班による行動計画を策定した上で活動を展開します。 

 ブースプログラムでは、スカウトや一般の子どもたち向けに部門別のプログラムを提供し 

 サテライトプログラムでは、会場ゆかりの品を探索するとともに記念シールを配布します。 

 

２．ステージプログラム 

 ①時 間  整列完了 10:30 

 ②場 所  主会場（久屋大通公園・エディオン久屋広場） 

 ③内 容  10:30〜11:00 ミニコンサート（陸上自衛隊 第 10 音楽隊） 

       11:00〜11:30 創立 70 周年記念式典 

       11:40〜12:00 演奏会（大府太鼓 一会 ～いちえ～） 

 ④その他  全加盟員の参加をお願いするとともに、誘導員の指示に従って整列ください。 

       尚、シートや荷物による場所取り等はご遠慮ください。  

 

３．ブースプログラム 

 ①時 間  09:00〜10:00、12:00〜13:30 

 ②場 所  主会場（久屋大通公園・エディオン久屋広場） 

 ③内 容  部門別のプログラム（工作、ゲーム、防災等）を任意に選択して体験する。 

 ④その他  ブースごとに体験できる人数に制限がございます。（別紙参照） 

       一般の子どもたちも参加しますので、十分にご留意願います。 

 

４．サテライトプログラム 

 ①時 間  12:30〜15:30 

 ②場 所  朝日神社、若宮八幡社、真宗大谷派名古屋別院（東別院） 計 3箇所 

 ③内 容  主会場から移動し、各所にゆかりのある品々を探索する。 

 ④その他  ブースごとに配布される記念シールには制限がございます。 

 

５．美化活動 

 徒歩移動時にゴミ（缶、ペットボトルを含む）を拾うなどの美化活動を推奨します。 

 主会場にはゴミの分別ステーションを設けますので活用ください。 

 

６．服装・携行品について 

 ①服 装  防寒着の着用は隊長の判断に任せますが、記念式典時は原則、制服制帽で 

       参加ください。（左肩の所属連盟章は 70 周年記念のものを着用） 

 ②携行品  折り紙・折り鶴（詳細はサテライトプログラム・東別院を参照） 
       尚、主会場には救護所を設置しますが、各隊で救急用品はお持ちください。 
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Ⅲ 運営方法 

 

１．受付について 

 地区を通じた事前の申し込みにより、当日は主会場での受付を行いません。 

 （サテライト会場では記念シール配布の都合上、所属団や人数等の確認をします。） 

 

２．本部について 

 ①主会場内にあいちスカウトデーの運営本部を設置します。 

 ②運営本部の緊急連絡先は次のとおりです。 

    090-2341-8550 

 

３．当日の開催可否案内について 

 令和元年 11 月 10 日（日）朝 6時頃に愛知連盟ホームページおよびＣＢＣラジオ等により 

 開催可否について告知します。 （詳細は決定次第、地区事務長を通じて連絡します。） 

 

４．救急病院について 

 ①救急病院 

    名古屋市医師会急病センター 

      〒461-0004 名古屋市東区葵 1-4-38  TEL：052-937-7821 

 ②主会場には救護所を設置します。 

 

５．保険について 

 ①参加者全員に、以下の傷害保険を付保しています。 

   保険の種類：普通傷害保険 

     死亡後遺  200 万円 

     入院日額  2,000 円 

     通院日額  1,000 円 

 ②加盟員は、上記保険の他に「そなえよつねに共済」による保障もされます。 

 

６．記念品の配布について 

 記念品（ピンバッジ）の配布は、8月 31 日付の登録数をもとにスカウトデー当日に主会場 

 の運営本部にて地区代表者へお渡ししますので、各団への配布をお願いします。 

 

７．その他 

 ①手荷物は各自で管理をしてください。 

 ②落し物等については運営本部で対応しますが、1ヶ月の保管期間後は処分をします。 
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【日程表】 

 

会場 

時間 
主会場 サテライト会場 

 
 

 

09:00 
09:00～10:00 
 

ブースプログラム 
 
 

10:00 
10:00～10:30 

整列  
 10:30～12:00 

 
ステージプログラム 

 
ミニコンサート（陸上自衛隊第 10音楽隊） 

愛知連盟創立 70周年記念式典 

演奏会（大府太鼓 一会 ～いちえ～） 

11:00 

 
 

12:00 
12:00～13:30 
 

ブースプログラム 
 
 12:30～15:30 

 
サテライトプログラム 

 
朝日神社 

若宮八幡社 

真宗大谷派名古屋別院（東別院） 

13:00 

 
 

 

14:00 

 
 

15:00 
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資料１ ： ブースプログラム一覧表 

 

№ 担当地区 
BVS 

CS 
BS 防災 タイトル 概要 

1 名古屋巽 ○     
「おなじ」をみつ
けよう！ 

進行役が見せた枝・石と同じ長さの枝・
同じ重さの石を制限時間内に探す。進行
役と一番近い長さの枝・重さの石を選ん
だスカウトを表彰する。 

2 名古屋西部   ○   

ロープワークと簡
易ノッティングボ
ード作り 

年代別（ビーバーカブ・ボーイ・一般）
に分かれて受付し、ロープワークの課題
が 3問あり、受付でもらったロープで課
題に挑戦する。 

3 名古屋千種 ○     
高く高く飛ばせる
かな？ 

紙コップ 2個を使用しロケットを作成す
る。 

4 名古屋北斗     ○ 

これ何に役立つか
な?（防災グッズ
キムス） 

「非常用持ち出し袋」の中に入っている
ものや、災害の時にあったら便利なもの
などを覚えながら迷路を歩き、ゴールで
何があったかを書かせる。 

5 尾張南   ○   宝さがし 
①暗号文を読み取る②会場内のポイント
を探す③指定ポイントで「お宝」を Get④
ブースに戻り、記念品と交換 

6 尾張東     ○ 
タンカでＧＯ（急
造担架作り体験） 

急造担架を作る体験と実際に病人・けが
人を運ぶ体験 

7 尾張西 ○     みんなも釣り師！ 
釣り竿を作り、魚を釣り上げる。参加賞
としてオリジナルシールをプレゼント。 

8 知多東   ○   手旗信号 
班対抗で規定時間内に課された文字・文
を通信できた数を競う。 

9 知多西南     ○ 簡易マスク作り 

受付でキッチンペーパーを 1枚もらう。
作業机（4脚準備、各机に参加者 2名程
度、補助者 1名）にて説明書の通り作成
する。 

10 知多北部 ○     爆弾を運びだせ!! 
1 チーム 5名でペットボトル（2リット
ル）に輪をかけ運び出す 

11 碧海   ○   簡易計測 
班対抗で規定時間内に課された簡易計測
を達成できた数を競う。 

12 三河葵     ○ 
新聞紙で作る防災
スリッパ 

作り方説明書に基づき、テーブルの上で
新聞紙を折りたたみ、防災スリッパを作
る。 

13 穂の国 ○     

牛乳パックでホイ
ッスルをつくろ
う! 

ホイッスルをつくる 

14 豊田   ○   
ロープのチーフリ
ング 

スカウト技能である、ロープ結びを活用
し、自分たちの表彰リボンやチーフリン
グを作る。 
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資料２ ： サテライトプログラム一覧表 

 

  それぞれの会場にてゆかりの品々を探索します。（東別院では折り鶴プロジェクトも実施） 
  各会場にて 70 周年記念シールを配布します。（各会場 限定 2,000 枚を配布） 
  尚、各会場の駐車場を使用することはできませんので徒歩にてお越しください。 
 

№ 会場名称 住所 概要 

1 朝日神社 
名古屋市中区 
錦 3-22-21 

 
昇竜神輿 
 名古屋市制 100 周年を記念してつくられたもので 
 毎年、名古屋広小路夏祭りに出陣しています。  
 
 

2 若宮八幡社 
名古屋市中区 
栄 3-35-30 

 
山車（福禄寿車） 
 延宝 4 年（1676）制作、名古屋文化財指定。 
 唯一福禄寿車だけが戦災を免れ現存。 
 春の若宮神社の例祭、名古屋まつりに協賛。 
 
 

3 

真宗大谷派 
名古屋別院 
（東別院） 

名古屋市中区 
橘 2-8-55 

 
本堂 
 元禄 3 年（1690 年）尾張藩主 徳川光友公より寄進を 
 受け建立。昭和 20 年（1945 年）の空襲で焼失したが 
 昭和 37 年（1962 年）再建された。 
 
折り鶴プロジェクト 
 折り紙に平和への願いを書き込み、千羽鶴を織り上げ 
 て寄贈します。 
 折り紙の大きさを 15cmｘ15cm とし、事前作成による 
 持ち込みも可とします。 
 完成後は広島県連盟を通じ「広島平和記念公園」へ寄贈 
 します。 
    持ち物：折り紙（15cmｘ15cm）、折り鶴 
 
 

 




