
ボーイスカウト豊中地区発足 40 周年記念事業 

わっしょい TOYONAKA まつり 
 

開催案内_改訂版（2015/5/23） 

 

■■■■開催趣旨開催趣旨開催趣旨開催趣旨    

 昭和 51 年 4 月 1日に豊中地区協議会を発足してから本年度が 40 年目の節目にあたる。また平成

28 年度からは大阪連盟施策の地区再編により豊能地区との合併を予定しており、豊中地区として

の運営は今年度でピリオドを打つ。 

それに伴い、平成 26 年度から平成 27 年度にかけて、40 周年記念を祝して開催した【わっしょ

い TOYONAKA スカウティングフェスタ】を皮切りに、全ての部門のスカウトが一同に会した心に残

る活動を展開すべく【わっしょい TOYONAKA まつり】を実施致します。 

 

■■■■名名名名        称称称称    

    「「「「わっしょいわっしょいわっしょいわっしょい TOYONAKATOYONAKATOYONAKATOYONAKA まつり」まつり」まつり」まつり」    

    

■■■■会会会会        場場場場    

豊中市立青少年自然の家わっぱる豊中市立青少年自然の家わっぱる豊中市立青少年自然の家わっぱる豊中市立青少年自然の家わっぱる        

     豊能郡能勢町宿野 151-68 ／ 072-734-0301 ／ http://www.toyonaka-camp.com/ 

             

■■■■会会会会        期期期期    

  平成平成平成平成 27272727 年年年年 9999 月月月月 22226666 日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～27272727 日日日日（日）（日）（日）（日）    

   ボーイスカウト部門・ベンチャースカウト部門は野営を基本とし、カブスカウトは舎営を基本とする。 

   ビーバースカウトは日帰り参加を基本とするが、団の十分な配慮の下に宿泊を伴うことも可能とする 

日 時 午 前 午 後 夜 

前 日 9 月 25 日（金）  準備作業 準備作業 

第１日 9 月 26 日（土） 参加隊入場・設営 プログラム 合同プログラム合同プログラム合同プログラム合同プログラム    

第２日 9 月 27 日（日） プログラム 環境整備・参加隊退場  

※参加日数は団の状況によって変更される 

 

■■■■参加資格参加資格参加資格参加資格    

豊中地区豊中地区豊中地区豊中地区の全てのスカウトの全てのスカウトの全てのスカウトの全てのスカウトおよび指導者と団関係者および指導者と団関係者および指導者と団関係者および指導者と団関係者    
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■プログラム■プログラム■プログラム■プログラム    

  ●全隊が集う合同プログラムにおいて、賑やかな「お祭り」および「大営火」を実施。 

   2～3 個団単位で食事・ゲーム等のブース計 5～8箇所にて「屋台村」を形成し、スカウトと

共に楽しむ。 

   また、「野外料理コンテスト（BS/VS）」や「スカウト友情ゲーム（BVS/CS）」など、スカウト

参加のプログラムを実施する 

  ●その他プログラムはラウンドテーブル、または各団において検討を重ねる 

  ●参加隊は複数組・複数班による活動を推奨する 

 

■■■■必要経費必要経費必要経費必要経費    

１．１．１．１．地区会計地区会計地区会計地区会計    

 豊中地区会計にて特別会計として 40 周年記念事業費を立ち上げ、地区費積立金を原資に実施 

展開する 

 ※宿泊諸経費・車両費（指定地間のバス移動費用・運送費用等）・全隊プログラム費・備品費・

文書費・救護衛生費等に充てる 

２．参加費２．参加費２．参加費２．参加費    

宿泊会場費、大会設備費、大会運営費、交通費として、参加者から参加費を徴収する 

参加 

区分 

日帰りスカウト 

子ども 

日帰りスカウト

中学生以上 

宿泊スカウト 

子ども 

宿泊スカウト 

中学生以上 

日帰り指導者 

保護者含む 

宿泊指導者 

保護者含む 

参加費 1,200 円 2,300 円 1,800 円 2,700 円 2,300 円 3,000 円 

※上記には、宿泊に伴う諸経費（シーツ代等）・滞在中の食事・豊中市内指定場所から現地までの往復交通費

を含み、炊事用燃料費・隊独自のプログラム・現地までの車両等による交通費は含まない 

※体験入隊者・ファミリー（スカウトの兄弟姉妹）参加者は、その年齢に応じてスカウトと同じ区分の参加

とし、付き添いの保護者は指導者の区分とする 

 

■■■■参加参加参加参加申込申込申込申込    

●参加確定申込締切日 ：平成平成平成平成    27272727    年年年年    7777    月月月月    31313131    日（日（日（日（金金金金））））    

●参加費納入締切日  ：平成平成平成平成    27 27 27 27 年年年年    8888    月月月月    31313131    日（日（日（日（月月月月））））    

  

■■■■組織と運営組織と運営組織と運営組織と運営    

１．運営組織１．運営組織１．運営組織１．運営組織    

 本大会の運営組織は大会組織を構築する。 

運営本部は、各部門より 1名以上の指導者および地区役員にて、運営・プログラム会議を実施  

する 
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■■■■会場利用と参加者の生活会場利用と参加者の生活会場利用と参加者の生活会場利用と参加者の生活    

１．会場利用計画１．会場利用計画１．会場利用計画１．会場利用計画    

①キャンプサイト（BS/VS） 

 既設のサイトを参加隊の人数に応じて場所を決定する。指導者はキャンプサイトか山小屋を使用する 

 野営に必要な備品は参加隊によって準備・輸送を行う 

②舎営宿舎（CS/BVS） 

   基本的に全館貸し切りとする。参加者状況に応じて部屋割りを行う 

２．食事２．食事２．食事２．食事    

 ①キャンプサイト（BS/VS） 

26 日合同プログラム時は屋台村にて食事（軽食程度）の提供、27 日朝食および昼食の食材または軽食の

提供を行う。炊事用燃料も参加隊にて用意する。左記以外の食事・食材は参加隊において用意をする。 

 ②舎営宿舎（CS/BVS） 

   26 日合同プログラム時の屋台村での食事（軽食程度）と、27日朝食の提供を行う。 

３．３．３．３．プログラム・プログラム・プログラム・プログラム・その他その他その他その他    

 ①野営・舎営に必要な班・隊備品、プログラム用備品などは、参加隊および団によって準備を行う 

 

■■■■輸送輸送輸送輸送    

１．集散移動に関する経費１．集散移動に関する経費１．集散移動に関する経費１．集散移動に関する経費    

  参加者の居住地から指定地までの移動に要する経費は、すべて参加者（参加隊）負担とする。 

  尚、全隊、指定地（豊中市内 3箇所予定）～現地までの人員輸送は、貸し切りバスの運行を予定する 

   

２．キャ２．キャ２．キャ２．キャンプ装備品の輸送ンプ装備品の輸送ンプ装備品の輸送ンプ装備品の輸送    

  参加隊の備品の輸送は、各団の責任において行う 

 

■■■■安全管理と救護衛生安全管理と救護衛生安全管理と救護衛生安全管理と救護衛生    

１．安全管理・事故の防止１．安全管理・事故の防止１．安全管理・事故の防止１．安全管理・事故の防止    

大会の参加者は、快適な生活・楽しいプログラムを過ごすと共に、事故発生の防止に努めなければならない。 

特に参加隊において指導者は生活、プログラム活動をとおして、安全指導、安全管理について万全の配慮を

しなければならない。参加スカウトは、安全の三原則を厳守しなければならない。 

〈安全の三原則〉 

  自分の安全は自分で守る ／ ルールを守る ／ 安全を最優先すること 

２．健康管理・個人衛生２．健康管理・個人衛生２．健康管理・個人衛生２．健康管理・個人衛生    

  参加者は、各指導者の指導のもとに、健康管理と保健衛生に十分留意する。 

  参加隊は、「健康調査書」「健康保険被保険者証」の写しを管理する。 

３．救護所３．救護所３．救護所３．救護所    

  会場内では参加者の健康管理と傷病に対して万全を期するため、可能な限りの医療処置ができる救護所を 

設置する。また外部の医療機関との連携をはかり、傷病の度合いにより搬送、受診ができるよう手配をする。 
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■■■■運営運営運営運営組織と各担当組織と各担当組織と各担当組織と各担当    

区 分 役 務 担 当 業務内容 

大
会
本
部 

大
会
本
部 

大会長 花木地区協議会長 大会を代表する 

参加者ならびに大会運営の全てに関する総責任者 

副大会長 藤田地区協議会副会長 

井元地区協議会副会長 

大会長を補佐 

 

大会本部長 前田地区委員長 大会運営全般について統括する 

 

運
営
本
部 

運営本部長 安田地区副委員長 

副）菅沼地区副委員長 

運営本部を統括／屋台村運営 

 

総務・輸送・資材 木村総務委員長 

岡野スカウト委員長 

谷岡指導者委員長 

会場との渉外／人員輸送・車両管理・駐車場管理／

資材（備品）管理＆運搬 

記録・広報 山本広報委員長 記録全般／写真撮影 

 

安全・衛生 原団コミッショナー 

安全委員会 

救護所の開設／救急対応 

会計・庶務 真嶋事務局長 

山本団コミッショナー 

澤団コミッショナー 

大会予算／金銭管理／各所精算／連絡伝達／人員

管理（受付）／保険 

サービス部 森行事委員長 

吉田国際委員長 

友野環境委員長 

運営・プログラムサポート／会場案内／警備 

衛生（ごみ処理）／食糧 

キ
ャ
ン
プ
本
部 

キャンプリーダー 高矢コミッショナー 野営・舎営管理とプログラム全般 

 

野営班 

野営プログラム 

上坂副コミッショナー 

山口副コミッショナー 

野営地の管理／利用配分／野営地内の安全・衛生・

環境・防災管理 

舎営班 

舎営プログラム 

武田副コミッショナー 

升田副コミッショナー 

舎営地の管理／利用配分／舎営地内の安全・衛生環

境管理／舎営地の食事関連 

全隊プログラム 間島団コミッショナー 

葛城副コミッショナー 

龍田団コミッショナー 

式典・全隊プログラム／会場配置（地割） 
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井
元
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■屋台村運営■屋台村運営■屋台村運営■屋台村運営    

 ＊各団より代表者を選出、2～3こ団で「食料屋台」「ゲーム屋台」を運営する 

 ＊団割は以下を予定する（変更も検討） 

団 割 食料屋台（内容） ゲーム屋台（内容） 

1 団・3団・15団 
とん汁（15） 

 

ストラックアウト（1・3） 

2 団・5団 
フランクフルト（5） 

 

スマートボール（2） 

4 団・17団 
ボルシチ（4） 

 

水鉄砲まとあて（17） 

6 団・12団 
（カップヌードル） 

 

コリントゲーム（12） 

7 団・22団 
イカ焼（22） 

 

コイン落とし（7） 

14 団・20団・21 団 
焼きそば（14・20・21） 

 

（ワタガシクイズ） 

16 団・18団 
焼きそば（16） 

 

輪投げ（18） 

VSRT（VRT） 
チヂミ・白玉ぜんざい・おかゆ 

 

― 

スカウトクラブ 
飲料提供 

 

― 

 ＊屋台村では参加スカウトに向けて、軽食とゲームを提供し、お祭りムードを高めるように実施する 

＊スカウトは 8つの屋台のうち 3-4 の軽食を食することができる、など食券等を発行し数量管理を行う 

＊予算は食料・ゲームで 3 万円を目安に検討を行う（大会会計より支出） 

＊ゲーム屋台はいわゆる夜店で行うようなゲーム（ヨーヨーすくいや的当てなど）を中心に検討する 

 （生き物の取り扱いは極力避ける） 

＊屋台における備品や装備・食材・資材等は各屋台において準備を行う 

＊その他詳細は各団代表者との合議によって調整・決定する 
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■■■■基本日程基本日程基本日程基本日程    

 ※上記日程は予定です。変更となる可能性もあります 

 

 9 月 26 日（土） 9 月 27 日（日） 

06：00   

07：00  

 

:30 配給 

08：00 :30 バス A便豊中出発（BS&VS&RS） 

 

各 RT・各隊プログラム  CS BS･VS 

 

09：00  

 

 

10：00 :00 バス A便現地着 

  現地入場受け入れ 

屋台村準備設営 

 

11：00 各 RT プログラム              BS･VS 

 

:30 バス D便現地発（CS 他） 

12：00 :00 バス B便豊中出発（BVS&CS） 

 

:00 配給 

13：00 :30 バス B便現地着・宿舎受け入れ 

 

:00 バス D便豊中着 

14：00 :00 各 RT プログラム 

 

 

15：00 :30 屋台村 OPEN 

 

:30 バス E便現地発（BS&VS&RS） 

16：00  

 

 

17：00 :30 全体プログラム（セレモニー） 

 

:00 バス E便豊中着 

18：00  

 

:00 現地完全撤収 

19：00 :00 全体プログラム終了 

:30 バス C便現地発（BVS 他） 

  屋台村撤収 

 

◆バス発着地は豊中市内 3箇所を予定 

（千里中央・克明小学校・豊島温水プール） 

◆各出発地によって集合時間を設定する 20：00   各 RT プログラム 

 

21：00  

 

22：00 :00 消灯 


