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※ この手引きは指導者用です。不公平が生じないよう、スカウトに

は見られないようお願い致します。 
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１、 はじめに 

 

 この指導者の手引きでは、県カブラリーに参加頂くに際して、どのような準備等が組集会で

必要となるかを説明していきます。はじめに、当日の概要、スケジュールについて説明し、そ

の後にプログラム、セレモニーの概要を記載しています。それをふまえた上で、事前組集会で

実施していただきたい内容を検討いただきたく思います。 

 今回のカブラリーはただ参加するだけではなく、カブスカウト活動の原則に基づいて、組集

会を積み重ねていただき、その成果を発揮して励ましの場と捉えていただきたく思います。そ

のためにも、この手引きを熟読いただき充実した組集会を実施していただければ幸いです。 

 隊長ハンドブックにはデンリーダーの仕事は組の運営責任者であるとあります。デンリーダ

ーの皆様の組集会への準備・熱意がスカウト達のやる気・成績につながってくることと思いま

す。デンリーダーの皆様は、何か不安な点があれば、遠慮せずに隊長にご相談下さい。隊長は

県、地区、SNS 等で入手した情報も交えながら、あなたにアドバイスを行ってくれるはずです。 

 当日、スカウト達が生き生きとした笑顔の元、参加いただけるのを楽しみにしております。 
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２、 大会概要 

テーマ ： 「ジャングル・ブック」 〜シェア・カーンのいたずら〜 

日 時 ： 令和元年１１月 4 日 受付開始 9 時 30 分 受付終了 10 時 30 分 

ポイント開設 10 時 ポイント閉鎖 12 時 30 分 

解散予定 15 時 

主会場 ： 須磨海浜公園・須磨浦公園・及び周辺地域 

 大会テーマは、カブスカウトのモチーフともなっており、３年前の県カブラリーでも大好評

でした「ジャングル・ブック」とします。想定は「長老のアケイラから県内のカブスカウト達

を集めて大集会を行うという招待状がやってきた。様々なチャレンジをしてアケイラに大集会

で認めてもらうべく頑張ろう」というシナリオとなっています。子供達が表彰を目指して頑張

れるよう支援をお願いいたします。 

当日のスケジュールについては下記の通りとなります。 

時間 場所 内容 備考 

9：30 

 

各出発地点 受付開始 受付はＪＲ須磨駅・ＪＲ須磨

海浜公園駅・山陽須磨浦公園 

山陽須磨・山陽須磨寺・山陽

月見山に設置します。 

事前にどこで受付をするか

事前連絡お願いします。 

10：00  ポイント開設 

ポイントラリー開始 

昼食は各組でとってくださ

い。 

12：30 各ポイント ポイント閉鎖 12：30 の時点で各ポイント

のプログラムを開始してい

ない組は速やかに会場へ向

かってください。 

13:30 須磨海岸 

（式典会場） 

参加者集合 

 

式典会場では到着の受付及

びポイント 8 を開設します。 

詳細は次項を参照ください。 

14:00 同上 式典開始  

15:00  解散 スカウト精神から公園、砂浜

のクリーン作戦をして頂け

ればと思います。 
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３、 プログラムについて 

 

・プログラム概要 

 今回のカブラリーのプログラムでは、アケイラから招待された集会の場所へ行くまでに

様々なチャレンジをしてアケイラに認めてもらおうという想定で実施します。会場周辺に 7

所のポイントを設置いたしますので、各ポイントを自由に回っていただき、各ポイントで出

された指示を行い、得点をあつめるというものとなります。また、会場に到着した際に受付

があり、そこでもポイントを 1 つ設置しています。 

 ボーナスポイントとしては、会場周辺をうろついているバンダローグを見つけてスタンプ

をもらえると 2 点がもらえます。それと交流プログラムとして、組の名刺交換をポイントラ

リー中に行いますので、それもボーナスポイントとして加算されます。 

 

・参加者の動き 

※事前にお願いしたいこと 

受付はＪＲ須磨駅・ＪＲ須磨海浜公園駅・山陽須磨浦公園 

山陽須磨・山陽須磨寺・山陽月見山に設置します。 

どこからスタートするのか各団隊長より下記連絡先までご連絡ください。 

期日は 10/31 とします。 

カブラリー実行委員会 cub-rally@bs-hyogo.gr.jp 

各隊集合。各組、事前に決めた受付場所で受付 

→10 時より各ポイント開設。 

※受け付け後駅より速やかに退出してください 

→各ポイントでプログラムに参加・終了後別ポイントへ移動しプログラムに参加を繰り返す。 

※ 公平を期すため、参加受け付け後は解散までの間、車での移動は禁止とします。 

※ また公共の交通機関を使用しての移動は禁止します。 

※ 途中、適宜昼食とします。 

→１３時３０分までに須磨海浜公園到着及び到着受付。記念式典が始まるまで待機。 

・各組準備物 

組名刺 

バインダー（ポイント用紙や地図はさむ用） 

  色鉛筆(F ポイントで使用します) 
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・表彰 

表彰については下記の組をセレモニーにて発表し、表彰する。 

総合優秀組（１位〜１０位。３位以上については前に出て表彰を受ける。） 

 

・各ポイント詳細 

 プログラム名 場所 内容 

A キングルーイの落とし物 
須磨浦公園 

ウルフカブ像前 
キムス 

B 要救助者発見！ 
行幸公園 

西須磨小学校北 
応急処置 

C カーの体長を計測せよ 海浜公園 計測 

D うたで心を一つに 天井川公園 ソング 

 E アケイラの置手紙 須磨寺公園 暗号解読 

F シェア・カーンのお宝を探せ 衣掛公園 ネイチャービンゴ 

G 

ハティ大佐の縄遊び 

旗振公園 

ロープワーク 

バギーラの人間調査 1 
レポート提出 

技術博士 1、2 

 バギーラの人間調査 2 セレモニー会場 活動写真提出 

ボーナス 1：会場エリアをうろうろしているバンダローグを見つけ、スタンプをもらう。 2 点 

ボーナス 2：新しい仲間と名刺交換をして仲良くなる。 1 点 

※各ポイントの詳細な場所につきましては末尾の地図に記載しております。ご参照ください。 
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・組編成について 

プログラムの実施都合上、組の人数が４名以上いないと参加できません。すべてのポイン

トに参加いただく為には、原隊の組の人数が４名に満たない場合、複数組を１個組として混

成組にして参加いただく等の調整が必要となります。その際は地区コミッショナーの支援等

を得ながら調整いただければと思います。調整せずに参加される場合や、当日欠席等で４名

未満となってしまった場合に最低参加人数の制約があるポイントに挑戦される場合はそのポ

イントにて待機いただき、同じく４名未満の組が来るのを待って、４名以上となった時点で

即席組として挑戦していただくことが可能です。 

 

・ポイントラリー中止基準 

 １．悪天候があらかじめ予想される場合 

11/3 の 12：00 頃に判断し、開催有無の告知をします。 

    

 ２．警報が発表された場合 

11/4 の 6:00 の時点で、大雨、洪水、暴風のいずれかの警報が発表されていた場合、

中止とし、告知します。 

 

どちらのケースも、カブラリー特設 HP 及びカブラリー特設 facebook にて連絡を 

行いますので、確認のほどよろしくお願いします。 

 

・今後の情報伝達について 

  基本的には、各地区コミッショナー経由での伝達を基本としますが、下記サイト及び SNS

上でも情報伝達の予定ですので、随時確認をして頂きますようお願いいたします。 

 

 カブラリー特設 HP       :  http://www.bs-hyogo.gr.jp/cub-rally2019/ 

 カブラリー特設 facebook ： https://www.facebook.com/BS.HYOGO.Cubrally/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.bs-hyogo.gr.jp/
https://www.facebook.com/BS.HYOGO.Cubrally/
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４、 セレモニーについて 

・セレモニー概要 

 今回のセレモニーでは参加スカウト全員でカブコールを実施し、県下に大勢のカブスカウ

トの仲間がいることをスカウトに体感してもらうことを目的としています。カブコールを実

施するにあたり大人数のため、ロックサークルを中心として組長が大輪になりその後方に組

員が並ぶ形とします。詳細については混乱を避けるため、事前に各組の配置をコミッショナ

ー経由で伝達致します。当日は案内に従って並んでいただきます。 

 隊指導者、デンリーダー、見学の保護者等につきましては、ロックサークル外の決まられ

た場所に集まっていただきますので、スカウトから離れることをご了承ください。式典が始

まる前にトイレ等に行かせてから整列させていただきますようお願いします。 

 

・森(地区)紹介 

セレモニー前に各地区紹介を行います。 

今回はシンプルに各地区名を「〜の森！」と担当からコールがあったら、カブの祝声と同じ

く「ウォー、ウォーウォー！」と地区全体で大きな声で発声をお願いいたします。 

また、右手を突き上げる動作も忘れずにお願いします。 

 

・式次第 

① 森紹介 

② カブコール 

③ 開式の言葉 

④ 国旗掲揚 

⑤ ソング（いつも元気、歌集 20 ページ） 

⑥ さだめ唱和 

⑦ 兵庫県連盟代表あいさつ 

⑧ ポイントラリー表彰 

⑨ 講評（県連盟コミッショナー） 

⑩ ソング（ジャングルブックの歌、歌集 25 ページ） 

⑪ 国旗降納 

⑫ 閉式の言葉 

⑬ 解散 
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５、 事前準備 

① 組名刺の作成  

 チャレンジ章の「友情」の文通につながるようにして下さい。サイズは 5.5×9.5cm

として下さい。サンプルを記載します。個人情報の観点から団本部の住所を書いておい

てください。枚数は最低でも１０枚程度、作成してください。 

当日はポイントでの待ち時間等に各自交換し、他スカウトとの友情を深めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  

② お面の作成 

 自由ですが着用してポイントハイクを行うため、図のようなものを想定しています。

今回の想定はジャングルの動物達の大集会ですので想定に沿ったお面を作成して、当日

着用させてください。 

 

〇〇地区〇〇第〇〇団カブ隊１組 

 

組長：兵庫一郎   

次長：兵庫二郎      

組員：兵庫三郎 

   兵庫四郎 

   兵庫五郎 住所 

イラスト 
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③ ポイントラリールート決め 

今回のポイントラリーではすべてのポイントを制限時間内に回ることは不可能です。組

内で相談して、地図を見ながら相談して頂き、多くのポイントを獲得できるように作戦

会議を実施して下さい。また、移動時間はポイントで待つことも考慮して長めに、また

昼食の時間も考慮して下さい。それをふまえて、13 時 30 分には式典会場に到着できる

よう計画をお願い致します。会場では、バンダローグが巡回していますので、見つけら

れるように様々なポイントを回るようにスカウトにご指導いただければと思います。 

 

 

④ ポイントラリーの準備 

 いくつかのポイントには事前に準備をしておかなければならないポイントが多数あ

ります。他にも、各ポイントを想定して練習して頂くのは自由です。優秀組を目指して、

入念な準備をお願い致します。 

    ・組集会にて 

     下記ゲームは特に事前に組集会が必要と思われます。 

     また、チェレンジ章の項目も混ぜていますので今後の展開にお役立てください。 

     「ハティ大佐の縄遊び」 

      カブブックのロープワークの項目を履修してください。 

      「バギーラの人間調査 1」 

      技術博士の 1、2 の項目についてかんたんにまとめて当日提出してください 

      「要救助者発見！」 

      救急博士 1，2，3，4，5 を履修してください。 

      「カーの体長を計測せよ」 

      各カブブックの計測について履修してください。 

      「うたで心を一つに」 

      「ジャングルブックのうた」「カブスカウトだ」「いつも元気」「ジャングル探検隊」を 

       歌えるようにしてください。 

      「バギーラの人間調査 2」 

       活動写真を一枚提出してください。提出の際は裏面に地区・団・組を記入してください。 

       また、写真は返却不可です。カブラリーの報告書に載ります。 
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６、 ジャングルブックあらすじ 

 今回のカブラリーに参加するにあたって、お時間があればジャングルブックの本、映画等を

見ていただき、ストーリーを知っておいていただきたく思います。しかし、そのような時間の

ないデンリーダーの方は、最低でもこれを一読いただき、物語の予習をいただければと思いま

す。これは１９６７年版のアニメをもとに記載しているため、他の作品とは若干違う可能性も

あります。 

 

① モーグリの旅立ち 

川のほとりで、人間の赤ん坊を見つけた黒豹のバギーラは、自分では育てられないからと、

ラマ＆ラクシャという オオカミ夫婦の群に預けました。１０年が経ち、モーグリと名付け

られた赤ん坊は、すくすくと成長していました。しかし、ジャングルに 凶暴な人食いトラ、

シェア・カーンが戻ってきたという知らせが届きます。シェア・カーンは人間が大嫌いな為、

モーグリが危ないと考えた オオカミ達は、長老アケイラを中心に相談。モーグリを 人間

の村へと返す事を決意しました。そして、モーグリ をバギーラに預け、人間の村へと連れ

て行かせます。 

いやがるモーグリを連れながら、２人は木の上で一晩過ごすことにしました。しかし、蛇の

カーが現れ、催眠術を使ってモーグリを眠らせ殺そうとしました。しかし、間一髪で 眠り

から覚めたバギーラに助けられました。 

 

② バルーとの出会いと誘拐 

ジャングルに残りたいモーグリは、自分のしたいようにすると決意して仲良くなった熊のバ

ルーと遊び始めます。そこへ サルの大群が現れ、モーグリを誘拐してしまいます。モーグ

リは、サルの王キング・ルイのもとへと連れてこられました。火の作り方を知りたかったキ

ング・ルイでしたが、まだ子供のモーグリには解りませんでした。サルの大騒ぎに乗じて、

再び モーグリは、バギーラとバルーに助けられました。 

 

③ シェア・カーンとの対決 

モーグリを自分の子供にしたかったバルーですが、サルの事件を受けて、モーグリの安全の

ために バギーラと共に、人間の村に返そうとします。しかし、２人の会話を盗み聞きした

モーグリは、ジャングルの中へと逃げてしまいます。しかし、一人で歩き回っていると、ハ

ゲタカの巣に迷い込み、人食い虎のシェア・カーンに見つかってしまいました。そこへ、バ
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ルーがモーグリを助けるために駆けつけますが、バルーは凶暴なシェア・カーンにやられて

しまいました。 

モーグリを殺そうとするシェア・カーンですが、その時、木に雷が落ち、火がおこりました。

モーグリは、ハゲタカの協力を得ながら、火のついた枝を、シェア・カーンのしっぽに巻き

付けます。 

 

＜主な登場キャラクター＞ 

モーグリ  

黒髪の人間の少年。生まれてまもなくバギーラに拾われ､オオカミに育てられる。 

バギーラ  

赤ん坊のモーグリを拾った黒ヒョウ。モーグリを人間の村へ返そうとする。  

バルー  

楽観的で能天気なマレーグマ。バギーラの提案に最初は反対するものの、モーグリのた

めを思い、村へ返そうとする。 

シェア・カーン  

モーグリの命を狙うベンガルトラ。その強さと凶暴さからジャングルの動物たちに恐れ

られているが、火と銃声を嫌う。 

カー  

目から発する催眠術が使えるインドニシキヘビ。 

モーグリを狙って、食べようとたくらんでいる。 

キング・ルーイ  

ジャングルのサルの王をつとめるオランウータン。人間になるのが望みで、バナナと引

き換えに 火の使い方をモーグリに教わろうとする。 

アケイラ  

ジャングルのインドオオカミの長老 

バンダローグ 

いたずら好きのサル。 

 

 

 

 

 

http://ja.disney.wikia.com/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%92%E3%83%A7%E3%82%A6?action=edit&redlink=1
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7、隊長の皆様へ 

  今回のカブラリー参加にあたって、隊長の皆様に行っていただきたいことがいくつかあります。 

まず、スカウトへの導入です。ジャングルブックの世界に入り込めるようなストーリーを組み立ててい

ただき、演出をしていただきたいです。アケイラからの招待状を用意しましたので、演出にご活用くださ

い。ストーリーを活用し雰囲気を作ることでスカウトの興味を引き出し、やる気につながると考えていま

す。なので、ちょっとした演出でもよいかと思いますので導入を考えて実行していただきたいです。 

次に組集会の時間確保をお願いしたいです。ポイントの攻略には組での作戦会議や練習がキモになって

きます。組集会の成果をラリーで発揮することにより、スカウトの自信や楽しさを感じることが出来ると

考えております。少数の団は普段から隊集会のみの実施かと思われますが、あえてデンリーダーと組員だ

けでの組集会を展開してください。ですが、決してデンリーダーへ丸投げではなく裏方としてしっかりと

サポートしていただきたいです。 

最後にポイントラリー後の講評や表彰などのフォーローアップです。ポイントラリーを「楽しかった」

で終わらせるのではなく、そのアフターフォローとしてスカウトを褒めたり、何らかの表彰をしてあげる

ことによって今後のモチベーション維持に繋がるでしょう。ポイントラリーでうまく行かず悔しい思いも

バネになると思いますが、褒められたり、認められるというのもやる気の維持に必要かと思います。ラリ

ーで入賞した際は改めて団全体の場で表彰するのも良いかもしれません。 

 あくまでもポイントラリー当日だけで完結するのではなく、事前準備からポイントラリー後までの一連

の流れでスカウトのやる気の継続や成長を願って工夫をしていただきたいと思います。ただし、隊長 1 人

で抱え込むのではなく、副長やデンリーダー、保護者や団委員をうまく頼って展開してください。 
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8、デンリーダーの皆様へ 

  前回のカブラリーでは残念ながら、デンリーダーの方がポイントで答えを教えたり、デンリーダーが

ポイントのゲームをやってしまうなどの残念なことが発生してしまいました。それではスカウトが自ら考

え実行し成長する機会を奪ってしまいます。せっかくの機会ですのでスカウトの成長の機会を奪わないよ

うお願いします。その為には、ポイントラリー中、スカウトに答えを与えるのではなく、考える時間を与

えてほしいと思います。道に迷ったときや、決めたルートがタイムオーバーしそうな時、ポイントでの待

ち時間などいろいろとスカウト自身が自ら考え行動する機会があります。その時にスカウトにどうしたら

いいか質問されると思いますが、あえて答えを言うのではなくどうすればよいか自ら考える時間をあたえ

てください。 

デンリーダーは組の保護者的立場かもしれませんが、あくまでも指導者です。「導く」というのは答え

や結論を引き出すという意味があります。答えを「引き出す」のであって「与える」というこ

とではありません。もちろんポイントラリーを楽しむことも大事ですが、この運動の根本はスカウトの

成長と考えていますのであくまでもポイントラリーは機会や手段の一つであるということを念頭に置いて

いただきたいです。 
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地図指導者用 
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地図スカウト用 
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