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第 23 回世界スカウトジャンボリー（23WSJ）

保護者説明会資料　Ver.2

ボーイスカウト茨城県連盟 23WSJ 実行委員会

◆23WSJ大会マーク
　23WSJの大会マークは、日本特有の「水
引」をモチーフにしています。印象的な飾
り紐と結び目は、世界中から集まるスカウト
のエネルギー、新たな出会いや体験、そ
して世界のスカウトの結びつきを表していま
す。また、用いられた３つの色は、大会
のコンセプトである「力」「革新」「調和」
を表しています。
　水引は、結婚式や出産などの際の贈答
品などにかけられる和紙でできた紐で、そ
の結ぶという仕草から、人と人の結びつき
を表していると言われています。この大会
マークもきらら浜に多くのスカウトが集い、結
びついていくことをイメージして作られていま
す。
　大会マークの右下には、今回の大会
テーマである「和」の文字がアクセントと
して漢字で示され、水引の形に込められ
た想いをより端的に示しています。
　また、大会マークの右側には、大会名
が英語と仏語で表されており、世界スカウ
ト機構主催の大会であることを示す世界ス
カウト記章が付けられています。

₁ 第 23 回世界スカウトジャンボリーのアウトライン
●期間

2015（H27）年 7 月 28 日（火）〜 8 月 8 日（土）
・茨城参加隊は、7/28 に出発し、8/9 に帰着します。

●会場
山口県山口市阿知須（あじす）きらら浜

・きらら浜は、本州の西部に位置する山口県にある南北 3km、東西 1km
の干拓地（286ha）です。H13 には「山口きらら博」の会場として
利用されました。

●日程
7 月 25 日（土） 大会運営スタッフ入場
7 月 26 日（日） IST 入場・ISTトレーニング

7 月 27 日（月） ISTトレーニング
参加隊前期日程入場・設営

7 月 28 日（火） 参加隊後期日程入場・設営（茨城隊出発）

7 月 29 日（水） 参加者入場（午前まで）
設営、開会式（19:00 〜）

7 月 30 日（木）
プログラム（モジュール）7 月 31 日（金）

8 月　1 日（土）
8 月　2 日（日） プログラム（全体行事）アリーナショー（16:00 〜）
8 月　3 日（月）

プログラム（モジュール）8 月　4 日（火）
8 月　5 日（水）

8 月　6 日（木） プログラム（モジュール）
各国代表広島平和祈念式典参加

8 月　7 日（金） プログラム（モジュール）、閉会式（19:30 〜）
8 月　8 日（土） 参加者前期日程退場

8 月　9 日（日） 参加者後期日程退場（茨城隊帰着発）
大会スタッフ退場

●テーマ
和 (wa)」   a Spirit of Unity

・ 23WSJ のテーマは「和 (wa)   a Spirit of Unity」です。日本の持つ
「和」の精神と「和」という漢字の持つ「調和」や「平和」、「ハーモニ
ー」や「協調」を表しています。

・ 23WSJ は、世界中からのたくさんのスカウトの積極的な参加のもと、
様々な伝統と最新技術との融合、平和の取り組み、環境や防災につい
て、体験しながら学ぶことができる小さな世界となります。

・一生に一度の大会の後には、世界中から集まったスカウトが世界中の
スカウトとの連帯感を胸に、平和の使者として、それぞれの国へと戻
ます。

●大会コンセプト
力　：エナジー　Energy
革新：イノベーション　innovation
調和：ハーモニー　Harmony

※主な修正点を青字で表記し
　ました。（4/16）
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2 ジャンボリーのプログラム
世界スカウトジャンボリーは、スカウティングの定義・目的・原則・方法（左記）

に沿ったプログラムを、現代社会における青少年のニーズや願望に適応する形で参
加者に提供します。参加者は、スカウトの「ちかい」と「おきて」に従い、成人の
指導もと国際色豊かな大規模キャンプを通して、個人活動、小グループ活動、集団
活動に取り組むことにより、身体的、知的、情緒的、社会的、精神的成長を遂げる
ことができます。

ジャンボリープログラムを構成するもの、それはジャンボリーを通して得られる
ものすべてです。モジュールアクティビティ等のプログラム、サブキャンプでの生
活、世界中から集まったスカウトたちとの出会いと交流会など、あらゆるものが含
まれます。それらの中心に大会テーマとそれを補完する３つのコンセプトがありま
す。

①モジュールアクティビティ
◦地球開発村　（Global Development Village）

平和、環境、開発、防災など、の分野への参加者の意識を高めます。国連、
NGO、NPO 等の協力を得て実施します。

◦文化　（Culture）
参加者は日本の伝統文化の他、アニメなどの現代文化についても学びます。さ
らに、各派遣団は自国の文化や伝統芸術等を紹介することもできます。

◦科学　（Science）
参加者は科学技術がもたらす恩恵に加えて、発生する問題についての理解を
深めます。さらに、新幹線などの日本の最新技術についても学びます。

◦地域社会　（Community）
参加者は、地域社会の取り組みやニーズ、生活を理解するために、山口市内
19 市町の小学校を訪問して、地元の人たちと交流し、訪問地周辺で奉仕活
動を行います。

◦自然　（Nature）
会場周辺でのハイキングや自然体験型アクティビティ等を通して、日本にお
ける生物多様性や植生、自然との関わり合いを理解します。このことによっ
て、自然への感謝の念を深めます。

◦水上活動　（Water Activity）
会場周辺の海辺や水泳施設などを利用し、身体的成長を高めるプログラムを
提供します。

◦ピースプログラム　（Peace Program）
広島平和記念資料館の見学や平和祈念公園等での体験アクティビティに加え、
場内での平和に関するアクティビティを通して、世界平和への理解を深め、平
和の使者としての自覚を養い、平和のネットワークを構築します。

②その他のアクティビティ
各派遣団が自国の文化やスカウト活動を紹介するワールドスカウトセンターや

サブキャンプ・アクティビティなどに、自由な時間に参加することができます。
信仰奨励エリアでは、参加者が日々の信仰活動を行ったり、他の宗教について

学ぶこともできます。
加えて、スカウト通信員プログラムでは、メディアの実務を体験したり、世界

に向けてジャンボリーのニュースを発信することも体験できます。
サブキャンプでの生活をより豊かなものにするため、各国派遣団は、自国の文

を紹介する食事や踊りなどを紹介します。

③広島市平和祈念式典への代表スカウトの表敬
参加各国の代表スカウトが、8 月 6 日に行われる平和記念式典へ参列し、平和

について共に考え、平和へのメッセージを世界に発信します。

◆世界スカウト機構憲章（抜粋）
◦定義
１.スカウト運動は、創始者によって考案され

た目的、原理、方法および以下に述べ
る事項に従って、性別、出生、人種、
信条による区別なく誰をも対象とした、青
少年のための自発的で非政治的な教育
的運動である。
◦目的
２.スカウト運動の目的は、青少年が個人と

して、責任ある市民として、地域、国、
国際社会の一員として自らの肉体的、知
的、情緒的、社会的、精神的可能性
を十分に達成できるように青少年の発達
に貢献することである。
◦原理
１.スカウト運動は以下の原理に基づいてい

る。
　・神へのつとめ
　　信仰上の原則の堅持、それらを表明

する宗教への忠誠、およびそこから生じ
る義務の受け入れ

　・他へのつとめ
　　・地域、国、国際間の平和と理解と

　協力の促進と調和した自国に対する忠
　誠。

　　・人間であることの尊厳や自然界の完
　全性を認め、感謝と敬意をもった社会
　発展への参画。

　・自分へのつとめ
　　・ 自分自身の発達に対する責任、ちか

　　いとおきての遵守
２.スカウト運動の全ての加盟員は、神への

つとめ、他へのつとめ、自分へのつとめ
の原理を反映し、各国スカウト連盟の文
化や文明に適切な言語で表現され、世
界機構によって承認されたスカウトのちか
いとおきてを遵守することが要求され、ま
たそれによって導かれる。（中略）
◦方法
1.スカウト教育法は以下の項目を通じて行わ

れる段階的な自己教育システムである。
・ちかいとおきて
・行うことによって学ぶ
・小集団の一員となる (例：班)これには、

成人指導の下で、進歩的な発見や責
任受容、性格発達に向けた自己抑制
訓練、能力取得、自立、信頼性、協
力と指導両方の　許容力を伴う。

・自然と触れ合える野外環境での、ゲー
ム、実用的技能修得、地域社会奉
仕などを含む、参加者の関心に基づく
様 な々活動の進歩的かつ刺激的なプ
ログラム
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3 ザブキャンプライフ
●サブキャンプ

スカウ卜たちはジャンボリーの大部分の時聞を同じ班や隊の仲間とともにサ
ブキャンプで過ごします。サブキャンプで食事をとり、睡眠をとります。サブ
キャンプは、スカウトたちがその日にあった出来事を振り返り、仲間と共有し
あいながら次の日のプログラムについて思いをはせる大切な場所となります。

23WSJ では 12 のサブキャンプが設けられます。１つの参加隊は、 4 つの
班により構成され、１つの班は 9 人のスカウトと１人の参加隊指導者からなり
ます。このように、1 コ隊は 40 人で編成され、各サブキャンプで 2,000 人の
スカウ卜と参加隊指導者が生活します。そして 4 つのサブキャンプで 1 つの八
ブを構成し、ジャンボリーにはあわせて３つの八ブが置かれます。

➡　茨城・栃木・群馬は、イースタンハブのＥ（ENA: 恵那）サブキャン
プ（SC）になります。

➡　Ｅ -SC には、イギリス、韓国、スウェーデン、アメリカ、イタリア、
ドイツ、オランダ、ノルウェイ、フィンランド、ブラジル、台湾、メキ
シコ、ベルギー、スロベニアの派遣団の一部が配置されます。

●ジャンボリーでの生活
ジャンボリーでは長期間の野外生活をおくることになりますが、多くのスカ

ウトにとってそれは初めての機会となります。さらに様々なプログラムが提供
されることから、スカウトは寝不足になるかもしれません。ジャンボリーを最大
限に楽しむためには、十分な睡眠をとることがとても重要です。そのため、男
女別に２人で１つのテントを使用します。使用するテントは、モンベルの特別
仕様のテントです。（この WSJ では、各派遣団は野営用具を持参せずに、大会
本部が用意したものを使用します。）

また、不慣れな環境に適応し、日々のプログラムを楽しむためには、ス力ウ
トたちが１日３食の食事をしっかりと食べることも大切です。また、水分を十
分にとり、生活のリズムを保つことも重要です。 23WSJ の体験を通じて、キ
ャンプに関わる様々な課題を乗り越える機会としましょう。

食事は、各班のタープの下で、班でテーブルを囲んで摂ります。タープは、班
ごとに１張り。その下にテーブルと椅子を置き、食事をとります。この食事を
作るという作業は、リーダシップを養成し、協調性を育み、各班員が自身の役
割を理解する機会でもあります。それは、調理にはたくさんの作業があり、お
いしいご飯を食べるにはみんなで協力することが欠かせないからです。用意さ
れた食材をもとに、 班独自のレシピを考案してみるのもよいでしょう。スカウト
にとっては、個人として成長する機会になります。調理にはカセットコンロを
使用します。カセットコンロの使用方法にはあたっては、火気の使用に関する
取り決め文書を参照してください。

各参加隊にはサブキャンプ内でそれぞれ区画（隊サイト）が割り当てられま
す。テントやターブ、隊集会を行う広場、調理場、洗濯干し場など様々な役割
をそのサイトに作ります。生活を送る場を仲間と協力して作ることはス力ウト
活動への理解を深めることになります。

◆23WSJ行動規範（抜粋）
　ジャンボリーで誰もが安全でいられるよう
に、また素晴らしい時間を過ごすことができ
るよう次のガイドラインに従ってください。
・常にジャンボリーに参加できていることを

感謝します。
・安全目的で外すことを求められない限り、

ネッカチーフ・ IDは常に着用します。
・常にスカウトの“おきて"を実践します。
・他人に対し寛容で、理解と敬意を持って

接します。
・口論や喧嘩の原因になりかねないゲーム

等はしません。
・場外プログラム等で会場外に出る場合、

地元の人たちにも礼儀正しく接し、自国
とスカウト運動の代表である自覚を持ちま
す。

・相手の持ち物に敬意を払います。自分が
持ってきた物、自分が賀った物でない場
合は、持ち去らずそのままにしておきます。

・招待されていない限りは、他人のテントや
サイトに勝手に入りません。

・周囲の就寝時間には配慮します。特に
深夜 11 時から翌朝 6 時までの時間は静
かに過ごします。

・自国以外の文化に配慮し、適切な服装
を心がけます。

・水筒などを利用し、ごみの削減に努めま
す。また、シャワーやトイレを利用する際は、
他人を気づかいます。 

・スキンシップに関すること等、文化の異な
る態度には注意を払います。

・ギャンブル行為は禁止されています。
・冒涜やののしり等の汚い言葉はつかいま

せん。
・「立入禁止」エリアなどの表示や時間

区分の指示等を厳守します
・サウザンハブは、成人指導者のみ利用

可能。特別な許可なく参加者は成人生
活エリアに立ち入ることはできません。

・ナイフの取り扱いには十分に注意し、移
動の際は、ザックなどに保管します。

●基本日課
06:00 起床・朝食

09:00 モジュールアクティビティ
FTA

12:00 昼食

14:00 モジュールアクティビティ
FTA

17:00 夕食

19:00 夜間の活動(キャンプファイア、
伝統音楽・踊りなど )

23:00 消灯

※ FTA : Free Time Activity
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●サブキャンププログラム
サブキャンプでは、世界中から集まった仲間と交流する様々な機会がありま

す。例えば、時間のある時に自由に参加できるサッ力一、バレーボール、綱引
きなどのスポーツや、参加隊同士で夕食を共にしたり、サブキャンプでパフォ
ーマンスを行ったりと、様々なプログラムが用意されます。また、参加隊のプ
ログラムも披露できます。

●交流
サブキャンプには音響付きのステージが設置され、ス力ウ卜たちが自国の文

化などを紹介するパフォーマンスを行うことができます。各隊のひとつのパフ
ォーマンスは７分程度の短いものとしてください。

また、自国の文化やスカウト活動を紹介する簡単なゲームやアクティビティ
などもジャンボリープログラム彩ることになります。シンプルでわかりやすく、
多くのスカウ卜ヘアピールできるアクティビティが推奨されます。とれらのア
クティビティは隊のサイトやサブキャンプ、または八ブに設けられたスペース
を使って行うこともできます。

4 茨城・参加隊の動き

①交通手段（予定）
ＪＲ＋新幹線で「新山口」駅へ。新山口と会場間はバスを使用します。

◦集合および解散は「JR 東京駅」
・往路（7/28）の自宅から JR 東京駅まで、及び帰路（8/9）の JR 東京

駅）から自宅までは、参加者各自で乗車券を購入し、個人の責任で乗車
します。費用は自己負担となります。

・集合・解散時間は、後日連絡します。
　旅行代理店を通じて予約をしていますが、現時点では、利用する列車等

が確定していないため。
　※場合によっては、新広島駅⇆会場間バスとなる場合もあります。

②持ち物（個人装備、キャンプ装備等）
◦個人装備は、各自が背負って運搬します。

・自分の荷物はすべて「自分で」運びます。

①

②

③

④⑤
⑤

⑤

◆会場の施設等
①第５ＳＣ「ENA（恵那）」
②アリーナ
③ワールドスカウトセンター
④大会本部
⑤アクティビティエリア

自宅

最寄り駅

東京駅（集合・解散）

新山口 or 新広島

ジャンボリー会場

各自で手配・自己負担

各自で手配・自己負担

団体として乗車
（県連参加費に含まれる）

バス・チャーター
（県連参加費に含まれる）
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・他の方々が利用する駅や電車を利用するため、それらの方々に迷惑をか
けないよう、リュックサック１つとハバザック１つ以内に全ての個人装
備を収納することを原則とします。必要なものを精選しましょう。

・どうしても入りきれない場合は、参加隊長に相談してください。
・新幹線では足元に置き、バスではバスの荷室にいれます。

◦グループ装備は、支給または貸与されます。
・グループで使うテント、タープ、テーブル・椅子、調理器具等は、全て

用意されています。
・それ以外に持ち込むグループ（班）装備は、班員で分担して、各自の個

人装備と一緒に携行します。
◦その他の隊・班装備品について

・隊のゲートや隊の工具、物資運搬用のリヤカー等については、別途現地
に送付します。（個人装備の送付はできません）

③参加隊が成り立つための大前提は「相互信頼」と「相互理解」
◦皆さんは「県連盟の代表」としてジャンボリーに参加します。

・まず、県連盟の代表スカウトであるという自覚（意識と姿勢とその実行）
を持ってください。「代表スカウト」は、ジャンボリーに参加するに相応
しいことを認められ、選ばれたスカウトのことです。

・現時点では、まだ「代表スカウト」ではありません。参加の手続きの第一
歩が終わっただけです。これから出発までの３ヶ月に亘る訓練等で、「代
表スカウト」と名乗るに相応しいスカウトに成長してください。

・しかしながら、指導にも関わらず、意識・姿勢・態度・服装などに改善
がなく、代表として「相応しくない」と判断された場合は、残念ですが、
参加を断念していただきます（判断は参加隊指導者の総意によります。原
隊隊長及び保護者には理由を説明しますが、申し訳ありませんが、これ
に関する異議は受け付けられません）。参加費はそれまでにかかった経費
を差し引いて返却します。

◦全ての事前訓練に参加することが必要です。
・参加隊隊指導者は、仕事で忙しい中、このために休暇を取り、さらに自

ら参加費を払って、スカウトのためにと自ら進んで名乗りを上げてくだ
さった方です。

　　その上、責任を持ってスカウトの引率し、安全や健康の管理をし、全
てのスカウト参加者が、ジャンボリーの目的を十分に達成でき成長を遂
げられるよう全力で指導・支援を行ってくださいます。

・この派遣の目的を達成するためには、指導者に多大な負担がかかります。
それを如何に少なくできるかをスカウトは考えなければなりません。そ
の基盤となるのが、指導者とスカウトそれぞれが「信頼」でき「理解」し
合える関係を作ることです。『相互信頼』と『相互理解』です。

・今まで全く知らなかったスカウトと、今回初めて出会い、信頼関係を築
いて行くことは、わずか数回の訓練ではたいへん難しいことです。そのた
め、スカウトそして指導者がそれぞれお互いに「信頼」を築くための最
大限の努力をしなくてはなりません。その構築等ために「事前訓練」を
参加の必要要件としているのです。この点、重々ご承知ください。

・結隊式の案内に『欠席の場合は、ジャンボリーに参加できません。（事前
に、「やむを得ない理由による欠席」の連絡があった場合を除きます。）』
と記した理由はここにあります。

　　これに対して、ある指導者が「金を払っているのだから参加する権利
がある」と言っていますが、そうではないことがお解りいただけると思
います。そもそもスカウティングに「権利」という発想を持ち込むこと
自体が間違っています。この「相互信頼」「相互理解」に努めることはス
カウトとしてのつとめ（Duty）なのですから。

・この「信頼」は、スカウトのおきての最初にある「スカウトは誠実であ
る」そのものです。これを言い換えれば「スカウトは信頼されることを

※「誠を尽くし」、これについては、以前、
叙述したと記憶するが、これは“To do my 
Duty ”にあたる日本語である。デューティ

（Duty）は、邦語の「つとめ」「義務」
に近いのだが、権利に対する義務では決
してない。日本人の普通いう義務とは、権
利あっての義務、義務あっての権利、即
ち相対的の義務をいう癖が多い。この方は
Obligation（義務）であって、Duty では
あるまい。Dutyは、絶対的なもので、それ
の対象は無い。そうして自発的である。な
んらの交換条件や、反対給付を予想しな
い義務（つとめ）だ。命令もされず、制圧
もされず、全くの基本的人権の自発活動か
らくる奉仕である。これを「誠を尽くし」とい
う表現にしたことは、誰の提唱なのか知らな
いが、中々味があると私は思う。
　「信頼に値する人」とは「責任を果たす
人」であり、「誠実な人」である。名誉と
はそれに値するものである。故に、誠実−−
−責任−−−信頼−−−名誉、の四つは互い
に原因であり結果である。「信頼される」と
いうことが「名誉」になる。（ちーやん夜話
集より）

◆隊指導者の役務分担

担　当 １隊 ２隊 ３隊
0406 隊 0407 隊 0408 隊

隊　長 本橋 大月 郡司 *

生　活 森田
藤田 吉田 * 金子

プログラ
ム

永島 鈴木
木村 太田

渉　外 熊田 * 古川 大野
*は女性指導者です

担　当 役　　務
隊　長 隊の総括

生活・安全
健康、衛生、食事、清掃、
洗濯等の生活指導、安全
教育、安全管理等

プログラム

朝礼、終礼、隊内レク、プ
ログラム、教育面、SC プ
ログラムへの協力・協働、
スカウトのプログラム参加
の支援等

食事・渉外
SC 食料担当との協働、配
給支援、SC 等連絡、近
隣隊との調整、外国隊の
コーディネート等
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名誉とする」となります。
　　この「スカウト」として位置づけは、ジャンボリー参加だけに限った

ことではありません。「ちかい」をたてたスカウトであれば、一生離れる
ことのない大切なことです。この機会にしっかり考えていきましょう。

・相互支援の関係構築に当たっては、家庭での支援・指導も併せてよろし
くお願いします。

④事前訓練について
◦目的

・事前訓練は、上に述べた理由の他に、ジャンボリーに必要な多くの事項
を準備し、また学び、「知識」「技能」「心構え」を持って参加できように
右の欄のメニュー等を実施します。

◦スケジュール
・事前訓練は、「隊」ごとにそれぞれ実施します。
・下記は、現時点で判っている実施スケジュールです

隊　名 スケジュール

茨城１隊
① 5/9-10 水戸第４団野営場
② 6/13-14	 土浦市青少年の家
③未定

茨城２隊
① 5/16-17 桜川市上野沼
② 6/13-14	 土浦市青少年の家
③未定

茨城３隊
① 5/5-6 土浦市青少年の家
② 6/13-14	 土浦市青少年の家
③未定

・時間等については、隊指導者からお知らせします。
◦実施方法

・年齢、男女比、役務や経験、そして指導者面接やスカウトの活動の観察
等により、9 名からなる班を編制し、班での役務を決めます。

・その班を単位として訓練（チームビルド、技能訓練、各種作業、各所練
習等）を実施します。

・宿泊は、ジャンボリーと同じに野営です。
・参加費は、ジャンボリーの参加費（県連分）に含まれています。
・野営装備等については、参加スカウトがいる団（隊）からの貸与をお願

いします。
　　これにつきましては、参加隊指導者から原隊隊長を経て、団に依頼し

ます。よろしくお願いします。
　　参加スカウトの集合時に貸与していただき、解散時にご返却いたしま

す。申し訳ありませんが、集散地点までの輸送をよろしくお願いします。
◦参加と欠席について

・全員参加（スカウト・指導者）が基本です。できるだけ早くスケジュー
ルを通知しますので、各自で、事前訓練に参加するためのスケジュール
の調整を行ってください。

・集合時間に間に合わないとしても、遅れてでも参加してください。
・冠婚葬祭や病気等でやむを得ず欠席せざるを得ない場合は、必ず事前に
（前日より前に。当日急病の時は直ちに）参加隊長に連絡を取って、了承
を得てください。（決して無断欠席はしないでください。無断欠席の場合
は、参加を断念していただくことになります。）

◦原隊の活動との関係
・原則は、原隊の活動が優先となります。しかしながら、第１回の事前訓

練に関しては、申し訳ありませんが、事前訓練への参加を優先してくだ
さい。チームビルド等で重要な訓練となっています。

・２回以降の事前訓練については、できる限り事前訓練優先でお願いした
いところですが、参加スカウトは隊においてもメインとなるスカウトで
しょうから、隊の活動が終わり次第、事前訓練に参加してください。ま
た、事前訓練の途中退席して、隊活動に参加ください。

●参加隊事前訓練メニュー
【心構え】
①大会テーマ・コンセプトの理解と具体的な

行動ができる。
②世界共通としてのちかとおきての理解と実

践。
③大会テーマ「和」についての日本人とし

ての理解。
④行動規範のマスター（敬礼、規律、マ

ナー、服装）を進める。
⑤女子スカウト・女性指導者の安全管理と

健康について。
⑥対外的な交流のマナーの理解と実行を

進める。
⑦酒、たばこ、薬物、性に対する理解と

対処方法を決める。
⑧ホスト国としての立場の理解と行動を示

す。
【知識】
①ジャンボリーとスカウト運動その起源と歴

史、日本との関わりについての理解。
②「猛暑」対策の徹底と事前の準備。
③危機管理に対する知識（自助・共助）。
④自然災害への備え。
【技能】
①大会で歌うソングの習熟と歌詞の意図を

理解し、外国隊への指導の準備。
　・大会ソング　・「花は咲く」　・「ふるさと」
②「よさこいソーラン」の習熟と外国隊へ

の指導の準備。
③隊サイトの効率的で衛生的な配置の設

計。
④安全管理、健康管理に関する共通理解

を持つ。
⑤隊内の役割分担の明確化（チーム・班

を含む）を図る。
⑥配給食料の計画的な活用の検討。
⑦小規模キャンプファイアの企画と運営の

方法の計画。
⑧国旗儀礼の意義と実施展開のための準

備。
⑨メニューに基づく炊事・調理の習熟。
⑩プログラム参加への準備。
⑪常時携帯品の選別と携行方法の検討。
⑫竹材の活用方法の企画と準備（ゲートを

含む）。
【世界・日本】
①参加国の歴史、政治、経済、教育、宗教、

風習、国民性の一般的理解を得る。
②世界的連帯を求めるために、果たすべき

役割とは？
③日本について、特に自分の地域（市町

村・県）についての紹介ができるようにす
る（位置、人口、特産物、歴史的建
造物など）
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⑤各種の連絡について
◦原隊隊長経由で連絡します。（原隊隊長のメルアドの登録を！！）

・参加隊から、参加スカウトへの連絡は、「原隊隊長経由」で行います。
　「原隊隊長経由」とした理由は、参加するスカウトに関する責任は、所属

団（原隊）に有ります。「参加隊」については、その動向を含めて、原隊
隊長（隊長経由で団が）が把握しておく必要があります。そのため、事
前の連絡は、参加スカウトが所属する団の隊長（BS と VS の両方の参加
スカウトがいる場合は団で決めたどちらかの隊長）を経由して行います。

・連絡は、参加隊長若しくは県連事務局から「電子メール」により行われ
ます。

参加隊隊長　　　　　団委員長

県連事務局　　　　　原隊隊長　　　　　参加スカウト（宅）

・従いまして、連絡先である「原隊隊長」のメールアドレスの登録をお願
いします。これについては、後日、県連事務局から、各団の連絡先経由
で E メールを送りますので、その指示に従って、県連事務局宛にメール
を送信してください。そのメールアドレスを連絡先として登録します。

　（県連の PC からメールしますので、特に携帯電話等では PC メールの着
信拒否設定がされているものは避けてください。）

　　　➡　県連事務局　　　ibaraki@scout-ib.net
・原隊隊長のメールアドレスは、メーリングリストとして登録します。返

信時は、ご注意ください。
・原隊隊長から参加スカウトへの家庭への連絡は、通常の隊の連絡網でお

願いします。
・参加隊内の連絡（例：班の連絡）については、班の連絡網等によって、参

加隊の班長から直接班のスカウトに伝達されることがあります。
　◦その他の連絡

・それ以外の連絡（情報提供等）については、県連ホームページ上に、
23WSJ のページを作りますので、それをご覧ください。

　　　➡　県連 HP   http://www.scout-ib.net
　◦参加スカウトからの連絡

・参加スカウトからの連絡については、　所属する参加隊の隊長等に連絡
してください。参加隊長等の連絡先は、別途お伝えします。（右欄参照）

⑥保護者・原隊指導者の皆さんへ
◦事前訓練等への各種支援をお願いします。

【保護者の方へ】
・ジャンボリー参加までには、実に様々な手続きや段取り、準備等があり

ます。それらの一部の支援を保護者にお願いすることがあります。
　　主に、下記に対しての支援になろうかと思います。ご協力方よろしく

お願いします。お願いする場合は、原隊隊長を通してご連絡いたします。
　　ⓐスカウトへの語学指導（英会話に堪能な方）
　　ⓑキャンプのための隊からの借用装備の運搬
　　ⓒ集会の会場の予約・確保等
　　ⓓ事前訓練の食材の買い出しと配給準備
　　ⓔスカウトの健康と安全確保（危急時を含む）　　等

【参加スカウトの所属団・隊の指導者の方へ】
・原隊への依頼は、地区コミッショナーを経由して主に次の事項を依頼し

ます。ご協力をよろしくお願いします。
　　ⓐ事前訓練のための野営装備品の借用・運搬
　　ⓑ事前訓練への支援協力　　等

【平和】
①東日本大震災の現状と現在に至るまでの

復興状況を把握し、説明できる。
②世界平和を希求するジャンボリー。

※「原隊隊長」とは、スカウトが加盟する
所属団の当該隊の隊長を指します。

　「参加隊長」とは、ジャンボリーの参加
隊の隊長を指します。

　　事前訓練への参加連絡

①欠席するときは、欠席理由を明らか
　にして、遅くとも前日までに連絡す
　る
②遅刻するとき、または早退するとき
　は、欠席理由を明らかにして、遅く
　とも前日までに連絡する
③当日の急な発熱や体調悪化の場合
　は、速やかに連絡する。
④その他の連絡、相談、質問等は、必
　要に応じて連絡する。

　　➡　すべて参加隊長に

参加隊長 連絡先

◦茨城 1 隊（日本 406 隊）
　隊長　本橋成規（もとはししげのり）
　携帯電話　090-8720-1033
◦茨城 2 隊（日本 407 隊）
　隊長　大月健人（おおつきたけひと）
　携帯電話　090-4548-5952
◦茨城 3 隊（日本 408 隊）
　隊長　郡司美津江（ぐんじみつえ）
　携帯電話　090-9003-3687

★基本的に　17:30 以降に
　参加隊長に繋がらないときは・・・

◦茨城県連盟・事務局
　電話　029-226-8482
　火木土 10:00-17:00
◦茨城 23WSJ 実行委員会
　委員長　中島清行（なかじまきよゆき）

　携帯電話　090-8058-5287
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⑦大会参加費について
◦参加費の内訳

ⓐ大会参加費　@100,000
　　（食費、プログラム費、サポート費、大会設備等）
ⓑ日本派遣団費　@20,000
　　（制服、帽子、ネッカチーフ、記章、宿泊テント等）
ⓒ県連派遣経費　@70,000
　　（事前訓練費、交通費、隊プログラム費、隊装備等輸送費、事務費、 オペレーションきらら、予備費等）

5 Q&A　その他

①アクティビティ・プログラムへの参加について
23WSJ の各種アクティビティプログラムには、班ごとに参加しますが、班には指導者が１人必ず同行します。

②外国語の学習は行いますか
事前訓練の中で、その一部の訓練を英語で行うこともありますが、学習は基本的に各自で行うこととなります。

③会場のインフラはどの程度整備されていますか
16NJ では、インフラ整備が十分とは言えませんでした。そこで、23WSJ では、水道設備は２倍に増やし、雑排水も土壌

浸透ではなく汚水枡に変更し、トイレも各サブキャンプに１.5 ヶ所、シャワーは２つのサブキャンプで１ヶ所となる予定です。
（トイレとシャワーの 1 施設内の数量は不明です）

また、電気設備はありません。照明は電池式のランタン及びライトとなります。

④現地で購入できる物について
大会記念品が購入できるスカウトショップの他、生活用品や野営用品等が購入できるスーパーが会場の２ヶ所設置される予

定です。販売品目については調整中とのことです。使用できる通過は日本円です。

⑤制服について
制服は、リニューアルした新しい制服（制服上下とベルト）が支給されます。
申し込み（サイズ指定含む）については、別途で申込書を配付していますので、それに記入し、所定の期日までに提出くだ

さい。制服の追加購入についても、同時に申込書を配布します。また、記章やネッカチーフ、帽子については、日本派遣団の
ものを着用することになります。（制服を追加購入する際には、日本派遣団用の標章（派遣団章と隊番号）も同時に購入くださ
い。）制服が届くのは６月中旬以降の予定です。

また、制服は、大会後には、隊での活動で通常に着用することができます。ただし、その場合には、派遣団の標章を外して、
新制服用の標章（茨城県連盟章、所在地名章、団号章）を購入し、付け替えてください。また、ハット（男子）や中折れ帽（女
子）についても購入が必要となります。

⑥保護者等の見学つにいて
参加者以外は、デイビジターとして日帰り見学ができます。
詳しくは、日本連盟の大会ホームページ（http://www.23wsj.jp/day_visitor_j.html）をご覧ください。

⑦危機管理について
大会本部に「危機管理センター」が設けられています。自然災害や流行性疾病、犯罪等に対しては速やかに対応ができる仕

組みを整えています。また、昨年来からの「エボラ出血熱」については、感染地域からの参加はありません。

⑧ホームステイへの協力
ジャンボリーに参加するイギリス隊 80 名（7/23 〜 25、8/8 〜 10 で、それぞれ 40 人）が茨城でホームステイをしま

す。２人ペアで 40 家庭の協力をお願いしています。是非ともご協力をお願いいたします。
各地区に受入れお願いをしておりますが、まだ若干不足しています。引き渡し及び集結地は水戸の茨城県青少年会館（ここ）

となっており、ご家庭とここの間のイギリススカウトの輸送についても併せてお願いしております。
対応可能なご家庭は、県連事務局までご連絡ください。


