（２０２０年 1１月）
日時／場所

活動の内容

持ち物ほか

① 持ち物： 水筒、上グツもしくはスリッパ、マスク、
うがい用コップ、ハンカチ、ちり紙、タオル、ビー
バーノート、歌集、筆記用具、雨具、レジャーシー
ト、軍手、自転車用ヘルメット
② 服装：制服（長袖）
・制帽・チーフ・チーフリング・
長ズボン、防寒具（手袋、防寒着）
、着替え（下着、
長ズボン、上着、靴下）
、予備の運動靴
③ 当日期限の宿題
おうちスカウティング 健康（体温等記録シート）
「ことばあつめ」 はいく と イラスト
④ その他：保険証・コピー、駐車許可証
⑤ ﾘｰﾀﾞｰの持ち物：隊旗、救急箱、ゴミ袋、ビニール手
※雨天決行
袋
⑥
① 持ち物：おにぎり、ビーバーノート、歌集、筆記用
11 月 15 日（日） 09:35 恩智駅集合
具、レジャーシート、水筒（飲料）
、ハンカチ、チリ
10:00〜15:00
09:42 恩智～9：54 服部川駅
紙、マスク（運動時は外す）
、雨具、防寒具（手袋、
「ワクワク自然 近鉄線服部川駅から史跡を巡りながらハイキ
防寒着）
ング。ドングリや落ち葉を拾い画用紙に貼っ ② ﾘｰﾀﾞｰの持ち物：隊旗、救急箱、ゴミ袋
体験あそび」
【体力レベル】１ たり、ビンゴカードを使って史跡合わせをし ③ 服装：制服（長袖）
、制帽、チーフ、チーフリング、
運動靴
ながら、しおんじやま古墳会館まで歩きます。
④ 当日期限の宿題、体温記録シート
15:00 解散

11 月 1 日（日）
9：55〜16:00
曾爾高原ハイキ
ング
【体力レベル】1

出発前 検温
出発時 全員の健康状態を竹中副長に連絡
（現地での入所手続きを早めるため）
9:55 利用者玄関前集合、入所
・お亀池にてｽｹｯﾁ
・研修室「かぶと」にて色塗り
12:10~12:40 食堂にて昼食
・ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚｯﾁｸ
・ハイキング
16：00 退所、現地解散

雨天時はプログ
ラム変更（連絡は 8

雨天時のプログラム
10：30～11；30 山本図書館にて読書
（１階玄関を入りロビーにて集合）
（現地集合、現地解散）

時頃までに行う）

11 月 22 日（日）
10:00〜11:45
クリスマス会の
準備、練習
【体力レベル】１
※雨天決行

09:35 恩智駅場集合
09:42 恩智～09:48 山本～9：55 山本図書館１
階玄関入り口のロビーにて集合
10:00〜11:45 山本コミセンにて
クリスマス会の準備、練習
12:11 山本→12:16 恩智
12:20 ごろ恩智駅 解散

雨天時のプログラム
① 持ち物：八尾市図書貸出カード、ビーバーノート、
歌集、筆記用具、レジャーシート、水筒（飲料）
、ハ
ンカチ、チリ紙、マスク（運動時は外す）
、雨具、防
寒具（手袋、防寒着）
② 服装：制服、制帽、チーフ、チーフリング、運動靴
③ 当日期限の宿題、体温記録シート
① 持ち物：ピアニー（鍵盤ハーモニカ、クリスマス会
での演奏の練習）
、ビーバーノート、歌集、筆記用具、
水筒（飲料）
、ハンカチ、チリ紙、マスク（運動時は
外す）
、雨具（天候により）
、防寒具（手袋、防寒着）
② 服装：制服、制帽、チーフ、チーフリング、運動靴
③ 当日期限の宿題、体温記録シート

※新型コロナウィルスの感染拡大の状況によっては、ビーバー隊の活動見直しを行う場合があります。

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八尾7団 ﾋﾞｰﾊﾞｰ隊

持ち物チェック表

 軍手（アスレチック用）

 おうちスカウティング 健康記
録シート

 自転車用ヘルメット（アス
レチック用）

 水筒（食堂にてお茶の補給が
可能）

 うがい用コップ

 上グツ、スリッパ

 駐車許可証

 マスク（屋内着用、活動時、外
す）

 当日期限の宿題など
・おうちスカウティング
健康（体温等記録シート）
・「ことばあつめ」 はいく
と イラスト（第２回分）

 ハンカチ、ちり紙

 制服（長袖）・制帽・チーフ

令和２年11月1日（日）
曽爾青少年自然の家 にて

・チーフリング・長ズボン
 着替え （下着、長ズボン
上着、靴下）、予備の運動靴
タオル（汚れた時など適宜）

 ビーバーノート、歌集

[

なまえ

]

 雨具

 レジャーシート
 筆記用具

 防寒具（手袋、防寒着）

 保険証・コピー

プログラム（雨天時は屋内での活動に変更）
令和２年11月1日（日）
出発前 検温

※熱や咳、だるさ、頭痛、腹痛（下痢）体調不良等の症状がある
場合は、参加はお控えください

9:50 駐車場

※途中一般車両用の民間駐車場（有料）を通り過ぎて
青少年の家近接の駐車場に駐車（許可証を掲示のこと）

9:55 利用者玄関前集合、下足室にて履き替え
健康記録表提出
10:00 研修室「かぶと」入室、荷物整理
セレモニー（ビーバーサイン、ソング）
机・椅子を配置
お亀池に移動、ｽｹｯﾁをする（筆記用具、水筒持参）
部屋「かぶと」に戻り色塗り
12:10~12:40 食堂にて昼食、お茶補給（お茶の補給を受け
る水筒、ハンカチを持参）

12:45~13:00 部屋「かぶと」に戻り準備
13:05 出発（軍手、ヘルメット、水筒持参）
13:20 ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚｯﾁｸ場
14：30~14：45 部屋「かぶと」 にて休憩
14：45 出発、ハイキング（水筒持参）
15：45 部屋「かぶと」 にて荷物整理、清掃、整理整頓、
活動のまとめ、連絡事項伝達
16：00 退所

曽爾高原のきまり
元気に挨拶
・山では、ハイキングコースなどで出会う人と、元気に挨
拶をしましょう
青少年自然の家のきまり
・一般の宿泊施設と異なり、青少年の育成を目的に設置されてい
ます。
・挨拶をする、自ら掃除するなど、きまりを守って、施設を利用し
ましょう。
・必要に応じてマスクをつけ飛沫対策をし、こまめに手洗い・うが
いを励行してください。

食堂の利用方法
・荷物は持ち込まないようお願いします。（お茶をいれてもらう
水筒は入口でまとめ、食堂出口奥の机で受け渡しします）
・各自がトングを持つ手にビニール手袋（隊で用意）をして、
各自で盛りつけます
・原則、座席は食堂スタッフの方の案内で、テーブルの片方
に横一列で座ります。
・食べるとき以外はマスクを着用し、私語も控えるようにしてく
ださい。
・各テーブルで「いただきます」「ごちそうさま」をして、順次退
出してください。

スケッチ
・お亀池の曾爾高原（広場）まで散策しながら、深
まる秋の景色をスケッチします。
・部屋「かぶと」に戻って水彩絵の具で色を塗りま
す。
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚｯﾁｯｸ（前日までの雨などで滑りやすい状況があれば、
ハイキングを主体とするプログラムに変更）

・難易度などを考慮して年齢に応じた種目を実施
実施予定の種目：
３「とんぼ うつり」、４「つり橋わたり」、８「円盤飛行」、
12「冒険とりで」

ハイキングのルート
右図のようなお亀池を一周するルートをめぐります。
途中、眺望の良い高台を目指します。頂上付近は急
こう配のため、途中で折り返します。
（予定コース）
14:45 青少年自然の家 －（0.2km、5分）－14:50 曾爾高原
（広場）－（0.5km、11分）－15:05 お亀茶屋－（0.5km、11分）
－15：20 曾爾高原（広場）－（0.1km、5分）－15：25山麓（地
点Ａ）15：30－（0.1km、5分）－15：35 曾爾高原（広場）－
（0.2km、5分）－15：40 青少年自然の家

山麓（地点Ａ）

曾爾高原
（広場）

（オプションコース：ｱｽﾚﾁｯｸ代替のプログラム）
お亀茶屋ｰ（0.3km、11分）ｰ山麓（地点Ｂ）ｰ（0.3km、11分）お亀茶屋

お亀茶屋

山麓（地点Ａ）

山麓（地点Ｂ）

山麓（地点Ｂ）

アスレッ
チク

玄関

駐車場

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立曽爾青少年自然の家
〒633-1202
奈良県宇陀郡曽爾村太良路1170
TEL0745-96-2121 FAX0745-96-2126
https://soni.niye.go.jp/

