
年間テーマ：「いつも元気！」
チャレンジ章

うさぎ しか くま （参考）

９ 新しい仲間 ・組制度　自分の役割を知る 9月11日 団 上進式 中谷公園 1.笑顔 1.心がけ カブコール・連盟歌

・地域の役に立つ 9月19日 隊 保護者会 オンライン（Web形式）

・スカウトの基本動作を身につける 9月19日 地区 地区活動振興大会 育成区域内 12.役に立つ 案内

9月25日 団 体験ハイク（ワクワク自然体験） 地すべり資料館広場

１０ 世界の友だち ・スカウトの基本技能を身につける 10月2日 隊 工作 甲東公民館工芸室 7.工作 7.工作 7.工作 工作博士

・世界の友だちと交流を深める 10月15日 団 JOTI 甲東公民館 13.世界の国々 14.世界の国々 14.世界の国々 国際

10月23日 隊 中谷公園清掃・基礎訓練① 中谷公園 5.計測 5.計測 5.計測

6.なわ結び 6.なわ結び 6.なわ結び

１１ 足柄山の金太郎 ・チームが協力して優秀組章を取る 11月6日 隊 県連カブラリー準備 甲東公民館・中谷公園 カブスカウトだ

・ハイキングで自然に親しむ 11月13日 県 県連カブラリー 姫路 11.暮らしのマナー 12.役に立つ 友情

11月27日 隊 ハイキング 未定 9.観察 2.運動 12.役に立つ 自然観察官

10.野外活動 9.観察 9.観察 地質学者

１２ ジングルベル ・日本の伝統行事を学ぶ 12月4日 団 もちつき 甲東公民館 旗あげの歌

・チームが協力して一つのものを作り上げる 12月11日 組 クリスマス会準備 中谷公園（新幹線高架下公園） 8.表現 8.表現 8.表現

・世界の恵まれない人々の力になる 12月18日 隊 ユニセフ募金・クリスマス会 甲東公民館 8.表現 8.表現 8.表現 演劇家

・地域の人々に感謝の気持ちを持つ 12.役に立つ マジシャン

12月25日 団 夜警 甲東公民館 3.事故の予防 12.役に立つ 案内

12月28日 隊 厳島神社清掃 厳島神社 12.役に立つ 11.暮らしのマナー

１ 世界の国々 ・神（仏）をうやまう 1月1日 団 元旦国旗掲揚式 厳島神社 1.笑顔 1.心がけ 光の路

・世界の国々を知る 1月8日 隊 国際理解 甲東公民館 13.世界の国々 14.世界の国々 14.世界の国々 国際

1月22日 団 体験ハイク（ワクワク自然体験） 未定

２ 氷の妖精 ・体験を通して学ぶ 2月5日 隊 スケート 西宮アイスアリーナ 11.暮らしのマナー アイススケート選手 永遠のスカウト

・スカウト運動についての理解を深める 2月19日 団 B-P祭 未定

３ 春の息吹 ・ハイキングで自然に親しむ 3月5日 隊 ハイキング 未定 9.観察 2.運動 9.観察 自然観察官 キャンプまで

・チームが協力して一つのものを作り上げる 9.観察 10.野外活動(1) 地質学者 　　あと10マイル

・組で競い優秀組を取る 3月11日 隊 保護者会 オンライン（Web形式）

3月18～19日 隊 春季舎営 未定 1.笑顔 4.健康 11.暮らしのマナー ハイカー

4.清潔 8.表現 12.役に立つ 演劇家

8.表現 11.暮らしのマナー

４ もう一度 ・スカウトの基本技能を身につける 4月2日 隊 基礎訓練② 中谷公園 5.計測 5.計測 5.計測 むこうのお山

　やってみよう ・日本の国旗について学ぶ 6.なわ結び 6.なわ結び 6.なわ結び

12.日本の国旗 13.日本の国旗 13.日本の国旗

4月16日 団 体験ハイク 未定 3.事故の予防 12.役に立つ ハイカー

５ キャンプだ！ ・体験を通して学ぶ GW 隊 月の輪キャンプ（くまスカウトのみ） 未定（BS隊春野営共催） 10.野外活動(3)(4) キャンパー 山鳩

　野外料理だ！ ・好奇心と冒険心を満足させる 5月14日 地区 阪神さくら地区カブ集会 未定 友情

・野外での料理にチャレンジする 5月28日 隊 野外料理（雨天：基礎訓練③） 甲山キャンプ場（公民館） 10.野外活動 10.野外活動 12.役に立つ 料理家

６ 知らんかった！ ・好奇心と冒険心を満足させる 6月4日 隊 シーカヤック 県立海洋体育館 2.運動 10.野外活動 狩りの歌

・知識を習得させる 6月18日 隊 社会見学 未定

７ これでもう ・体験を通して学ぶ 7月2日 隊 基礎訓練③（野外料理予備日） 中谷公園（甲山キャンプ場）5.6.12.おさらい 5.6.13.おさらい 5.6.13.おさらい 星方位

　自分のものだ ・地域の役に立つ 7月16日 隊 厳島神社・中谷公園清掃 厳島神社、中谷公園 11役に立つ 12.役に立つ 12.役に立つ

隊 保護者会 オンライン（Web形式）

８ 冒険にでかけよう！ ・一年の総決算 8月5日～7日 隊 夏季舎営 未定 1.笑顔 8.表現 10.野外活動 ハイカー ジャングル探検隊

・ロングハイキングにチャレンジする 8.表現 1.感謝 8.表現 演劇家

・組が協力して優秀組を取る 13.日本の国旗

8月27日 団 夏季行事報告会 未定

ソング

２０２３年度　ＣＳ隊　活動計画
（２０２２年９月１日～２０２３年８月３１日）

月 テーマ 活動の目標 日程 主催 プログラム 場所
修得科目


