団活動記録
年

度

日

時

2月1日
5月8日
昭和２５年
8月8～10日
8月18～22日

参

加

大

会

等

成田市の出来事

発隊（印旛３隊・印旛４隊）
地区大会［東京東本願寺］
第２回千葉県青少年団体キャンプ講習会［鵜原海
岸］
第２回全日本ボーイスカウト大会［新宿御苑］

昭和２６年
昭和２７年
昭和２８年

8月7日～9日
8月17日～19日
4月1日

第４回千葉県ボーイスカウト・ガールスカウト
野営大会［谷津遊園］
第５回ボーイスカウト千葉県大会
［銚子市君ヶ浜海岸］
成田第１隊・成田第２隊に移行

昭和２９年

10月11日：台風25号により根木名
川が氾濫。 流失家屋3戸、床上浸
水33戸、床下浸水99戸、その他耕
地への冠水被害を出す。

昭和３０年

昭和３１年 8月2日～6日

第１回日本ジャンボリー

昭和３２年 8月2日～5日

関東野営大会

昭和３３年

3月31日：成田町、公津村、八生
村、中郷村、久住村、豊住村、遠
山村が合併し、成田市誕生。
千葉県内で11番目の市制施行。
人口44,724人。

［軽井沢地蔵ヶ原］

［銚子市君ヶ浜海岸］

4月1日
8月1日～4日

成田第１団・成田第２団に移行
第６回ボーイスカウト千葉県大会
［館山一中付近海岸］

8月10日

第１回千葉県カブスカウトラリー［千葉市稲毛公
園］
第７回ボーイスカウト千葉県野営大会
第２回千葉県カブスカウトラリー［市川市里見公
［千葉市稲毛公園］
園］
第３回日本ジャンボリー＆アジアジャンボリー
［御殿場市滝ヶ原］
第３回千葉県カブスカウトラリー
［市原町八幡幼稚園］

10月31日：成田市役所新庁舎落成
10月31日：大谷津運動公園野球場
開場
9月27日：台風22号により根木名川
が氾濫。
床上浸水17戸。その他耕地への冠
水被害を出す。

昭和３４年
昭和３５年 8月9日～11日
昭和３６年 6月25日

8月3日～8日
昭和３７年

10月21日

昭和３８年

昭和３９年

6月14日
7月
8月7日～10日
11月
5月

昭和４０年 7月

昭和４１年

11月
5月
8月5日～9日

5月

第５回関東カブラリー ［高崎市］
第２回千葉県スカウトラリー［我孫子町］

8月4日～6日
8月22日

房総勝山キャンプ
第３回千葉県スカウトラリー［市川市国府台］

7月

第６回関東カブラリー ［日光市］
第９回千葉県キャンポリー
［自衛隊習志野駐屯地演習場］
第５回日本ジャンボリー [朝霧高原]
カブお泊り会 [茨城県麻生町白帆荘]
第５回千葉県カブスカウトラリー
［千葉市泉自然公園］
第１回シニアーラリー ［銚子市黒生センター］

昭和４２年 10月22日

昭和４３年

結団式 [成田山第２信徒会館]
関東合同野営大会 ［群馬県榛名湖］
第８回千葉県キャンポリー
［自衛隊習志野駐屯地演習場］
年長隊富士野営 ［山中野営場］
第２回関東カブラリー［神奈川県茅ヶ崎］
第３回関東カブラリー ［埼玉県行田市］
年長隊富士野営 ［山中野営場］
第１回千葉県スカウトラリー ［千葉市淑徳大学］
第４回関東カブラリー ［千葉市稲毛海岸］
第４回日本ジャンボリー
[岡山県 日本原]

昭和４４年 8月7日～10日

8月6日～10日
8月24日～25日
昭和４５年 11月1日
3月
昭和４６年 8月1日～10日

第１３回世界ジャンボリ

［朝霧高原］

6月18日：成田山新勝寺第一額堂
（1821年（文政4年）建立）放火に
より焼失
7月4日： 三里塚空港建設促進決議
案が閣議で可決。新東京国際空港
の建設予定地が三里塚の宮内庁下
総御料牧場周辺に決定。

1月29日：甚兵衛大橋が開通
2月15日：長豊橋が完成。成田-江
戸崎線が開通
3月26日：国鉄千葉 - 成田間が電
化
3月：印旛沼開発事業竣工
5月7日： 国道51号線（佐倉～佐原
間）が6年の歳月をかけ舗装化。
8月18日：下総御料牧場閉場。

8月21日：大谷津運動公園野球場開
場

年

度

日

時

参 加 大 会 等
第７回関東カブラリー ［桐生市］
日本連盟５０周年記念千葉県カブスカウトラリー
［松戸市］

8月日2～6日
8月5日

第１０回千葉県キャンポリー
［野田市清水公
園］
第６回千葉県カブスカウトラリー［野田市清水公
園］

8月1日～6日

第６回日本ジャンボリー

8月
11月
昭和４７年

昭和４８年

昭和４９年

［北海道千歳原］

成田市の出来事
4月1日：成田ニュータウンへの入
居が始まる。
8月19日：新空港自動車道（現・東
関東自動車道） 富里IC - 成田IC
間供用開始。
11月25日：京成電鉄、成田～空港
（現・東成田）間完成。
10月14日：中台運動公園オープ
ン。中台運動公園野球場開場。
10月15〜18日：第28回国民体育大
会軟式野球（一般軟式）会場（大
谷津運動公園野球場、中台運動公
園野球場、成田高等学校野球場、
西中学校野球場、中台中学校グラ
ウンド）。
6月4日：成田市公設地方卸売市場
（青果部）開場。
3月28日：市制20周年記念事業、成
田国際文化会館開館

昭和５０年
昭和５１年 11月3日
昭和５２年 8月4日～8日

8月3日～9日

第７回千葉県カブスカウトラリー［佐倉市城址公
園］
第１１回千葉県キャンポリー ［印旛沼瀬戸］
第７回日本ジャンボリー [静岡県御殿場]

昭和５３年

5月20日：新東京国際空港開港
5月21日：新空港自動車道 成田IC
- 新空港IC間供用開始。

昭和５４年

8月2日～5日
昭和５５年

10月26日

昭和５６年 8月6～10日
昭和５７年

第７回千葉地区キャンポリー
［千葉市昭和の森公園］
県連盟発足30周年記念
第８回千葉県カブスカウトラリー
［市原市千葉県子どもの国周辺］

5月1日： 成田用水の幹線がほぼ完
成。暫定通水開始。翌年本格通
水。

第１２回千葉県キャンポリー［印旛村松虫］

2月：国道51号の成田橋全面開通

8月1～6日

第８回日本ジャンボリー
［白石市南蔵王山麓］

10月23日

第９回千葉県カブスカウトラリー
［佐原市民厚生運動場］

7月27～8月3日

第１回シニアスカウト大会[宮城県南蔵王山麓]
第１回印旛地区キャンポリー［印旛村］

昭和５８年

昭和５９年 8月3～6日

8月2日～6日
昭和６０年 10月14日

第１３回千葉県キャンポリー
［印旛村ニュータウン松虫地区］
第１回印旛地区カブリンピック［佐倉市］
印旛地区グアム島派遣

8月2～6日

第９回日本ジャンボリー
［白石市南蔵王山麓］
10月14日
第１０回千葉県カブスカウトラリー
［中山競馬場］
昭和６１年
3月20日～4月6日 印旛地区グアム島派遣

10月18日

昭和６２年 11月1日

7月29日～ 8月5
日
昭和６３年 8月3日～6日
10月16日
11月6日
8月2日～6日
平成元年

8月18日～24日
10月18日
11月5日

6月：県千葉新産業三角構想を策
定、成田市、千葉市、木更津市、3
市を核都市とした。
10月27日：市制30周年記念事業、
市立図書館開館
2月27日：東関東自動車道成田IC 大栄IC間供用開始。

2月24日：国鉄成田線、佐倉 - 成
田間複線化。
3月24日：成田市、佐倉市、栄町、
芝山町国の国際観光モデル地区に
指定。
4月6日国鉄成田駅西口広場供用開
始

第３回印旛地区カブリンピック
成田ＰＯＰラン給水場奉仕

12月17日：千葉県東方沖地震
(M6.7) 発生

第２回シニアスカウト大会[静岡県朝霧高原]
第２回印旛地区キャンポリー［四街道市］
成田ＰＯＰラン給水場奉仕
第４回印旛地区カブリンピック

4月28日：成田山開基1050年祭記念
開帳。
11月7日：成田市役所新庁舎落成。
業務開始。（現庁舎。）

第１４回千葉県キャンポリー
［本埜村千葉ニュータウン滝地区］
第１回印旛地区中華民国台中派遣
第１１回千葉県カブラリー
［東京ディズニーランド］
成田ＰＯＰラン給水場奉仕

年

度

平成２年

平成３年

日

時

等

第３回千葉県シニアキャンプ
第１１回千葉県スカウトフォーラム[山中野営場]
第２回印旛地区中華民国台中派遣
団キャンプ ［山梨県道志村］
成田ＰＯＰラン給水場奉仕
第１回千葉・印旛地区合同カブ・ビーバーラリー
［千葉ポートタワー］
緑化運動[外小城公園 桜植樹]
カブ隊舎営 ［内浦山県民の森］
第３回印旛地区キャンポリー ［印西町］
栄第１団分封
第１２回千葉県カブラリー
［富津市市民ふれあい公園］
成田ＰＯＰラン給水場奉仕

8月8日～14日
8月10日～13日
11月3日
4月12日

7月28日～30日
8月10日～14日
11月7日

4月10日
8月3～7日
8月5～8日
平成６年
9月5日
11月6日
1月22日
5月14日

8月10日～12日
11月16日
1月

［成田市成田ゴルフ臨時駐車場］
カブ隊舎営 ［君津亀山少年自然の家］
成田エアポートライオンズクラブ結成式案内・整理
第１回地区ビーバーラリー[酒々井総合公園]

8月24日
10月19日
11月9日
2月8日
2月22日
8月1日～3日
8月3日～7日
平成１０年 10月
11月29日
5月9日
6月6日
8月6日～9日
平成１１年 9月27日～8日
10月17日
11月7日
2月10日～13日
8月10日～13日
8月
8月15日
11月5日
平成1２年 12月3日
2月9日～12日
3月16日～17日

3月19日：成田空港駅までJR・京成
電鉄開通

12月6日：成田空港第2旅客ターミ
ナルビル開業。
7月23日：京成成田駅東口地下道完
成。

第２回千葉・印旛地区ビーバーラリー
第３回印旛地区中華民国台中派遣
カブ隊舎営 ［茨城県立中央青年の家］
第１５回“記念”千葉県キャンポリー
［印旛郡本埜村竜腹寺地区］
成田ＰＯＰラン給水場奉仕

8月8日～11日

8月5日～7日
10月29日

成田市の出来事

［新潟県妙高高原］

第３回千葉・印旛ビーバーカブラリー ［昭和の
森］
第１１回日本ジャンボリー［大分県久住高原］
団キャンプ［栃木県太平少年自然の家］
空港圏駅伝奉仕
成田ＰＯＰラン給水場奉仕
阪神・淡路大震災募金
千葉・印旛地区合同ビーバーラリー
［千葉ポートタワー］
団キャンプ ［栃木県奥日光湯元キャンプ村］
第１３回千葉県カブラリー ［栄町房総風土記の
丘］
第４回印旛地区キャンポリー参加

8月1～3日
8月8～12日

平成９年

会

8月2日～5日

5月9日

平成８年

大

第１０回日本ジャンボリー
成田ＰＯＰラン給水場奉仕

11月5日

平成７年

加

8月2日～7日
11月6日

6月21日
8月1日～3日
平成４年 8月12日～16日
10月14日
10月25日

平成５年

参

カブ隊舎営［鴨川青年の家］
第１６回千葉県キャンポリー
［千葉市土気緑の森工業団地］
日連７５周年友好自転車リレー
ピースパックプロジェクト
第３回印旛・千葉地区合同カブラリー
［酒々井総合公園］
第２回地区ビーバーラリー[佐倉城址公園]
日連７５周年友好自転車リレー
栄第１団・ガールスカウト千葉第７５団
ガールスカウト千葉第９４団合同ＢＰ祭
団合同キャンプ ［千葉県大房岬少年自然の家］
第１２回日本ジャンボリー ［秋田県森吉山麓高
原］
第１回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
第３回地区ビーバーラリー[四街道総合公園]
第１４回千葉県カブラリー
［我孫子市手賀沼周
辺］
県連年次総会 ［成田国際文化会館］
団キャンプ［長野県志賀高原］
東京中央第８団と交流キャンプ
第４回地区ビーバーラリー[四街道総合公園]
県連５０周年記念大会 ［マリンスタジアム］
団スキー［野沢］
第５回印旛地区キャンポリー

市制４0周年

1月17日：阪神・淡路大震災(M7.2)

5月24日： 成田市を含む26市町村
［冨里フジタ工業団地］
に降雹による被害が出る。市内で
カブ隊舎営［水郷小見川少年自然の家］
は、負傷者1名、建物一部損壊103
忠霊塔拝礼準備奉仕
棟、床上浸水2棟、床下浸水6棟。
第４回千葉・印旛地区合同カブラリー
第５回地区ビーバーラリー[佐倉市印旛沼畔 風車の
脇]
団スキー［野沢］
平成１２年度ベンチャースカウトフォーラム
［県立手賀の丘少年自然の家］

年

度

日 時
8月2日～7日
8月10日～12日

平成1３年 11月11日

2月8日～11日
3月22日～23日
5月12日
7月26日～28日
7月28日～30日

平成1４年

8月3日～7日
8月4日～6日
10月
11月10日
3月22日～23日
6月30日
7月13日
8月1日～3日

平成1５年 10月1日

10月25日～26日
1月25日
3月30日～31日
6月１3日

参 加 大 会 等
第１７回千葉県キャンポリー
［富津地区工業用地］
カブ隊舎営［上総一ノ宮少年自然の家］
第６回地区ビーバーラリー[風土記の丘]
団スキー［野沢］
平成１３年度ベンチャースカウトフォーラム
［県立手賀の丘少年自然の家］
第１５回千葉県カブラリー
［千葉市昭和の森公園］
カブ隊舎営［茨城県筑波ふれあいの里］
ベンチャー隊キャンプ
［神奈川県棚沢山荘キャンプ場］
第２３回アジア太平洋地域・第１３回日本ジャンボ
リー
［大阪市舞洲］
ボーイ隊キャンプ［日本連盟山中野営場］
第２回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
第７回地区ビーバーラリー[佐倉城址公園]
平成１４年度ベンチャースカウトフォーラム
［県立小見川少年自然の家］
成田イオン主催「カンボジアに学校を造る募金」
第８回地区ビーバーラリー
[富里市中央公園イベント広場]
団キャンプ［山形県米沢市アルブ天元台］
「赤い羽根空の第一便」伝達式 [成田市役所]
第３回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
第５回印旛・千葉地区合同カブラリー
平成１５年度ベンチャースカウトフォーラム
［県立手賀の丘少年自然の家］

第９回地区ビーバーラリー
[酒々井コミュニティプラザ]
7月30日～8月1日 カブ舎営[手賀の丘少年自然の家]
8月2日～7日
第６回ベンチャースカウト大会“６ＮＶ”
［関東1都6県の活動基地］
第６回印旛地区キャンポリー
平成1６年 8月12日～15日
［成田市成田ゴルフ臨時駐車場］
8月15日
忠霊塔拝礼準備奉仕
10月30日～31日 第４回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
3月26～27日
平成１６年度ベンチャースカウトフォーラム
［鴨川青年の家］
5月15日
第１６回千葉県カブラリー ［佐倉城址公園］
「成田市親子体験学習」奉仕
7月16日
第１０回地区ビーバーラリー
7月24日
[ふれあいプラザさかえ]
第１８回千葉県キャンポリー
8月3日～7日
［富津地区工業用地］
第５回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
新潟中越地震募金を実施
平成１７年 10月29～30日
10月31日
第１回ローバーセミナー
12月10～11日
［佐倉市青少年センター］
日韓スカウトフォーラム奉仕
1月8日～１0日
（マロードインターナショナルホテル成田）
スマトラ沖地震の募金
2月3日
平成１７年度ベンチャースカウトフォーラム
3月24～26日
［県立手賀の丘少年自然の家］
4月16日
ベンチャー富士プロジェクト[千葉青少年女性会館]
7月15日
第１１回地区ビーバーラリー
[酒々井コミュニティプラザ]
7月15日
「成田市親子体験学習」に奉仕
8月3～7日
第１４回日本ジャンボリー
［石川県珠洲市「りふれっしゅ村 鉢ヶ崎］
8月10～12日
平成１８年度日米・日韓スカウトフォーラム
平成１８年
(金沢市金沢観光国際ホテル）
10月28～29日
第６回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
11月12日
第６回千葉・印旛地区合同カブラリー参加
2月10日
第２回ローバーセミナー
［千葉県総合スポーツセンター宿泊研修室］
3月23～25日
平成１８年度ベンチャースカウトフォーラム
［船橋市立一宮少年自然の家］

成田市の出来事

4月14日：成田空港暫定平行滑走路
（B滑走路）供用開始

10月13日： 成田市・茨城県神栖町
（現・神栖市）でダウンバースト
による突風被害が発生

11月13日：市制50周年記念式典成
田国際文化会館で執行。

11月18日：人口が10万人に達す
る。

3月27日： 下総町・大栄町編入合
併。
人口120,237人となる。

年

度

日
5月13日
5月20日
7月1日

時

平成１９年

7月27～29日
10月27～28日
3月8日～17日
5月11日
6月1日
8月8日～9日
平成２０年 8月15日

8月19日～22日
10月12日～13日
11月16日
1月18日

参 加 大 会 等
ベンチャー富士プロジェクト[千葉青少年女性会館]
第１２回地区ビーバーラリー[佐倉市立青菅小学校]
サンライズセレモニー印旛
［千葉県立印旛沼公園］
団キャンプ［群馬県片品村丸沼高原リゾート］
第７回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
千葉連盟ﾛｰﾊﾞｰｽｶｳﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ派遣隊長
第１３回地区ビーバーラリー[佐倉市立佐倉小学校]
第１７回千葉県カブスカウトラリー
［幕張海浜公園］
第７回印旛地区キャンポリー
［成田市 坂田ケ池キャンプ場］
忠霊塔拝礼準備奉仕
ボーイ隊キャンプ ［栃木県黒磯鳥目野河川公園］
第８回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
ネクスコ東日本と富里インター付近の落書き消し奉
仕
韓国スカウトと交流[酒々井コミュニティプラザ]
第７回災害準備大作戦 ［佐倉市立小竹小学校］

4月12日
6月14日
第１４回地区ビーバーラリー[佐倉市立佐倉小学校]
7月31日～8月2日 団キャンプ ［福島県耶麻郡北塩原村
「裏磐梯健康センター・休暇村磐梯高原キャンプ
平成２１年
10月23日～24日 場」］
3月26日～29日
第９回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
第１回千葉県ベンチャー[那須野営場]
5月23日
第１５回地区ビーバーラリー[佐倉市立小竹小学校]
6月6日
県連年次総会 ［成田国際文化会館］
8月6日～8日
団キャンプ ［福島県金山町「沼沢湖山荘］
9月19日
成田市国体会場周辺クリーンアップ
第６５回国民体育大会閉会式奉仕（国旗等降納）
平成２２年 10月5日
11月7日
第１６回地区ビーバーラリー[四街道総合公園]
11月7日
第１回印旛地区カブラリー ［佐倉城址公園］
11月27日～28日 第１０回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
3月27日
東北地方太平洋沖地震募金
5月3日
8月5日～8日
平成２３年 11月23日
4月1日
4月29日
5月3日～5日
平成２４年

5月4日
8月3日～5日
10月28日
１年間

成田市の出来事

9月27日：成田山新勝寺表参道モ
ニュメント「時空の舞」完成

10月22日 成田空港B滑走路北側へ
延伸、2,500m化、供用開始。

4月 観光キャラクター「うなりく
ん」デビュー。
9月25日〜10月5日：第65回国民体
育大会（ゆめ半島千葉国体）柔
道・ゴルフ・ソフトボール会場。
9月26日： 一坪田に大栄野球場開
場。
3月11日：東北地方太平洋沖地震
(M9.0)震度6弱を観測

印旛地区スカウト大会［佐倉草笛の丘］
団キャンプ［山形県米沢市アルブ天元台］
第１７回地区ビーバーラリー
[酒々井コミュニティプラザ]
第２回印旛地区カブラリー
［成田市坂田ケ池総合運動公園］
地区３０周年記念祝賀会[成田メルキュールホテル]
第８回印旛地区キャンポリー
［成田市 成田１団キャンプ場］
印旛地区創立３０周年記念 大営火
団キャンプ ［長野市戸隠民宿とがくし屋］
第１８回地区ビーバーラリー［栄町］
９０周年きずなウォーキング 全隊参加

4月14日

12月13日： 成田空港A滑走路が開
港以来初の4000m全面運用を開始。

第７回印旛・千葉地区合同カブラリー
［佐倉市内、佐倉城址公園］
団キャンプ［群馬県多野郡上野村民宿不二野家］
平成２５年 7月26日～28日
7月31日～8月8日 第１６回日本ジャンボリー［山口県きらら浜］
10月13日
第１９回地区ビーバーラリー［栄町］

10月16日：台風26号の豪雨、市内
で土砂崩れが発生

4月20日
8月1日～3日
8月15日
平成２６年 9月28日
10月19日
11月16日
12月7日

11月1日：市制60周年記念式典成田
国際文化会館で執行。

第２０回地区ビーバーラリー［富里市立洗心小学
校］
団キャンプ［長野県野辺山高原滝沢牧場］
忠霊塔拝礼準備奉仕
第３６回中学生の主張
印旛地区合同技能大会[佐倉草笛の丘臨時駐車場]
ガールスカウト千葉９１団発団参席
地区ビーバー合同隊集会
5月10日
第２１回地区ビーバーラリー［佐倉市七井戸公園］
7月28日～8月8日 第２３回ワールドジャンボリー［山口県きらら浜］
7月31日～8月2日 ５０周年記念団キャンプ
［山梨県南部町根熊山荘 ファミリーキャンプ
平成２７年 8月10日
場］
10月17日～18日 タイランドスカウトと交流
10月25日
第１５回地区上進ベンチャー歓迎キャンプ[酒々井]
11月8日
結団５０周年記念式典祝賀会[成田メルキュールホテ
ル]

2月27日：スカイタウン成田（JR成
田駅東口再開発ビル）が完成。
6月7日：圏央道 神崎IC - 大栄
JCT間開通、市内に下総ICが開設。

