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入団のしおり  日本ボーイスカウト東京連盟練馬第１団 

（２０１９年３月２５日作成） 

 

１．入団にあたって 

(1) 練馬第１団は、２０２０年に創立７０周年を迎える長い歴史を誇る団で、練馬区内では最も古

く、また、東京都区内でも指折りの長い活動記録を有しています。 

(2) ボーイスカウトとは、年齢別の縦割りした組（班）で編成され、スカウト運動を展開している

世界的な組織です。 

(3) ボーイスカウトは、スカウト（隊員）本人だけが参加するのではなく、ご両親も含めた家族ぐ

るみで楽しく活動することを基本としています。 

(4) スカウトのご両親は全員が育成会（別添の育成会会則参照）の会員で、団、隊、班、組のため

にいろいろな面でご参加願い、奉仕と協力をお願いしています。 

例えば、 

①団委員になっての協力 

・団委員会に参加し、団の資産管理、財政処理、野営キャンプの実施等について便宜を図る。 

②隊の指導者（リーダー）になっての協力 

・実際活動でスカウトと接する指導者（２０歳以上の成人ならば学歴、職業を問わず一定の 

研修を修了することで指導者となることができる）となってスカウトを指導する。 

③技能章科目の指導員となっての協力 

・スポーツ、農業、工業、災害技術関係援助、芸能、武道、茶道、等々の指導や考査を行う。 

④デンリーダー(カブ隊)、補助者(ビーバー隊)になっての協力 

・カブ隊の組（デン）のお父さん役、お母さん役を引き受ける。 

・ビーバー隊の補助など 

⑤施設、野営（キャンプ）場の提供と確保 

・集会場の提供および確保 

・バザーでの協力（毎年１１月、全員参加） 

・印刷物の印刷・発送の援助  等々 

 

２．練馬１団の年間行事の概要 

  １月 スキーキャンプ 

(カブ隊以上） 

 ２月 Ｂ．Ｐ．祭 

(ﾍﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟｳｴﾙ祭) 

 ３月 春キャンプ 

    (カブ隊以上) 

 ４月 上進・入団式 

親子行事(ハイキング等) 

 6月 育成会主催のバザー 

 

 ７月 夏キャンプ（３泊） 

    (カブ隊以上） 

 9月 カントリー作戦 

     （清掃活動） 

 10月 赤い羽根共同募金 

(カブ隊） 

12 月 餅つき大会 
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３．スカウト（隊員）の集会 

  (1) 組 集 会  各組ごとにスカウト、デンリーダーで行う集会 

 (2) 月例隊集会  隊長、副長を中心に組や班が一緒に行う集会 

 （月に１～２回、原則として第１、３日曜日） 

 (3) 特別隊集会  春夏のキャンプ、親子行事または地区行事等 

◇集会の時間……隊集会の場合は、日曜日（主に第１、第３日曜日）の午前９時～１２時 

（ビーバー隊は９時～11時)または９時～１７時 

 

４．ボーイスカウトの組織 

日本連盟（約１２万人）、東京連盟（約１．５万人）、練馬地区（約１千人、１団～17団） 

 練馬１団の構成 

 

  各 隊    団組織   

    ビーバー隊(幼稚園年長1月～小学２年3月) 

   カ ブ 隊(小学3年4月～小学５年3月)    

   ボーイ隊(小学6年4月～中学３年８月) 

    ベンチャー隊(中学３年９月～高校３年) 

  ローバー隊(１８歳以上～25歳)   

   育 成 会（スカウトの保護者全員で構成）      

   団委員会（団委員で構成） 

  団 会 議（各隊のリーダーで構成） 

 

５．団、隊、リーダーからの連絡方法  

 (1) 団では、機関誌「ウッドクラフト」を毎月発行し、団、隊の活動等について連絡しています。 

 (2) 緊急時の連絡には、電話連絡網（団委員用、各隊リーダー・スカウト用）等を活用し、全員に 

   通知しています。 

 

６．入団費と団費 

  (1) 入 団 費   5,000円（入団時のみ） 

 (2) 団 費   2,500円／月（育成会費 1,100円、隊費 1,400円） 

 (注.) 育成会費は家庭単位ですので、兄弟(姉妹)で参加している場合の育成会費は 

１名分です。 

 (3) 登録料   6,400円／年 

 (4) 納入方法  ①必ず、スカウト名で下記銀行口座へお振り込みください。 

   （保護者名、組名は書かずに、スカウトの氏名のみご記入ください。兄弟(姉妹)で 

参加の場合には兄(姉)の氏名） 

 ②振込先：1)みずほ銀行 桜台支店 口座番号：｢普通 １３０２９５５｣ 

        口座名義 ボーイスカウト東京練馬第１団(ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄﾄｳｷﾖｳﾈﾘﾏﾀﾞｲｲﾁﾀﾞﾝ) 

      2)ゆうちょ銀行 店名008(ｾﾞﾛｾﾞﾛﾊﾁ)口座番号「普通 ０４９２９３３」 

口座名義 ボーイスカウト練馬第1団(ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄﾈﾘﾏﾀﾞｲｲﾁﾀﾞﾝ) 

 ③会計年度は、10月１日～９月30日ですので、４月～９月分の半年分を４月に、

10月～３月分を10月に、登録料は1月に、お振り込みください。 

   （４月、10月、12月のウッドクラフトでも案内いたします。） 

※入団費用の詳細は、別途連絡します。 

 

 (5) その他の 

   費 用 

 春キャンプ（１～２泊）  8,000円～12,000円程度 

 夏キャンプ（３泊）   22,000円～30,000円程度 

（夏キャンプは、不参加の場合でも交通費＜5.000円程度＞はご負担いただきます） 
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ビーバースカウト（ＢＶＳ）必要個人装備 

 

 １．新規に備える品物 （新規購入または知人より譲り受ける品物） 

  (1) ポロシャツ   ２，１６０円 

 (2) ビーバーキャップ   １，４０４円 

 (3) ビーバースカウト歌集     ３７８円 

     ※価格は参考、現在は多少高くなっている可能性があります。 

  

 ２．７つ道具 （集会、その他常に持参するもの）＝家にあるもので対応する。 

  (1) ハンカチ・チリガミ 

 (2) シーターポン（下に敷くもの） 

 (3) 筆記用具 

 (4) 歌集（上記） 

 (5) 雨具（傘はダメ） 

 (6) ビーバーノート（団より支給） 

 (7) 自由帳（団より支給） 

 

 ３．その他の必要品  

 (1) 水筒 

 (2) ハバザックまたはディーバッグ（紐の細いものおよびショルダーバッグはダメ） 

  

 ４．団より支給するもの  

 (1) ビーバーノート（上記） 

 (2) 自由帳（上記） 

 

 ５．購入場所  

スカウトショップ（ボーイスカウト会館内） 

〒167-0043 東京都杉並区上荻1-24-21 3F 

営業時間 : 9:00〜19:00（平日） 

       11:00〜19:00（土日祝） 

   電話：03-5347-2611 

   FAX : 03-5347-2612 

 

※荻窪駅より歩くと、杉並公会堂の少し先です。 

※１階は「自然食品ころ」という店舗です。 

 

 

 ６．その他 

   制服は２年間着ますので、考えて購入してください。 

             以  上 
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カブスカウト（ＣＳ）必要個人装備 
 

 １．新規に備える品物 （新規購入する品物） 

  (1) スカウト シャツ（半袖  紺色）  ３，２４０円 

 (2) ズボン（半ズボン 紺色）  ３，１３２円 

 (3) カブ ベルト・バックル   ６４８円～ 

 (4) カブ キャップ（紺色）  １，４０４円 

 (5) カブ ハイソックス  M：755円、L：810円   

 (6) ロープ（４ｍ）    ４６２円 

 (7) カブ 歌集    ２７０円 

 (8) ホイッスル    ７８０円 

     ※価格は参考、現在は多少高くなっている可能性があります。 

  

 ２．カブ装備 （集会、その他常に持参するもの）＝家にあるもので対応する。 

 (1) ハンカチ・チリガミ  (2) 雨具（傘はダメ） 

 (3) 筆記用具  (4) ロープ（４ｍ）（上記） 

 (5) カブ 歌集（上記）  (6) カブ ブック（団より支給） 

 (7) 自由帳（団より支給） 

 

 ３．その他の必要品  

 (1) 水筒 

 (2) ハバザックまたはディーバッグ（紐の細いものおよびショルダーバッグはダメ） 

 (3) シーターポン（下に敷くもの） 

  

 ４．団より支給するもの 

 (1) ネッカチーフ  (2) ネッチリング 

 (3) 県名章  (4) 所在地名章 

 (5) 団号章  (6) カブ ブック（上記） 

 (7) 自由帳（上記） 

 

 ５．購入場所  

スカウトショップ 

〒167-0043 東京都杉並区上荻1-24-21 3F 

営業時間 : 9:00〜19:00（平日） 

       11:00〜19:00（土日祝） 

   電話：03-5347-2611 

   FAX : 03-5347-2612 

 

※荻窪駅より歩くと、杉並公会堂の少し先です。 

※１階は「自然食品ころ」という店舗です。 

 

 

 

 ６．その他 

   制服は３年間着ますので、考えて購入してください。 

             以  上 


