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■第１７回日本スカウトジャンボリー（１７ＮＳＪ）情報 
 
◇ジャンボリーインフォメーション第３号を配信 
 
ジャンボリーインフォメーションは、各県連

盟の派遣団や参加予定者を対象に、大会参加に

向けた準備に必要な情報を提供することを目的

として発行します。 

第３号では、会場での受付、到着、出発の流

れやプログラム最新情報、サブキャンプライフ、

最新会場図、健康と安全等について詳しく掲載

しています。 

なお、ジャンボリーインフォメーションは、第３号

が最終号になる予定です。ホームページで公開

する情報に加えて、準備に活用してください。 
 
詳細は、下記ＵＲＬでご確認ください。 

https://www.scout.or.jp/17nsj/participant/jamboree_information.html 

 

◇ジャンボリーメディアにて「珠洲でペグ打ってみた」を公開 
 
１７ＮＳＪ特設サイトの「ジャンボ

リーメディア」では、大会公式の動画

など、大会関連の情報を掲載してい 

ます。 

３月末、雨の後に１７ＮＳＪ会場で

さまざまなペグを打ってみました。今

回はその映像を公開しています。会場

は海の目の前で土壌が通常の野営地

に比べてゆるいことが予想されます。備品等の準備にお役立てください。 

 

◇ジャンボリーメディアにて「インタビュー動画 輸送部長編」を公開 
 
インタビュー動画の第７弾として 

梶輸送部長へのインタビューを公開 

しています。 

輸送部は主に参加者の入退場、バス

輸送関わることを行っていきます。安

全にスムーズに皆さんが入退場できる

よう努めていきます。 

今後もさまざまな動画を掲載していきますので、定期的に大会ホーム

ページのジャンボリーメディアや大会スマホアプリ、Youtube チャンネ

ルなどをチェックしてください。 
 
１７ＮＳＪ特設サイト「ジャンボリーメディア」 
https://www.scout.or.jp/17nsj/cpt.html 
 
１７ＮＳＪ特設サイト 
https://www.scout.or.jp/17nsj/ 
………………………………………………………………………………… 
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◇大会スマートフォンアプリが Ver2.0.0にアップデート！ 

 
１７ＮＳＪの大会アプリ Ver2.0.0 を配信

しました。 
今回のアップデートでショップ情報を追加。

ジャンボリーグッズなど本番は在庫状況も確
認できます。また、地図機能をアップロード
し、レイヤー機能も搭載しています。 
各 OS のアプリストアでアップデートして

ください。まだダウンロードしていない方は、
ぜひダウンロードください！ 

 
詳細は、１７ＮＳＪ特設サイト「アプリ」をご確認ください。 
https://www.scout.or.jp/17nsj/app.html 
………………………………………………………………………………… 

■平成３０年度「スカウトの日」参加申し込み 

受け付け中（再掲） 

 
「スカウトの日」の参加申し込み締め切りまで残すところ２週間です。 
本年も特設サイト http://scout-project.jp/からお申し込みください。
皆さまのお申し込みをお待ちしております。 

 
◇スカウトの日  
実 施 日：９月１７日（月・祝）  
主   催：公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 
後   援：文部科学省・厚生労働省・環境省 
協   賛：一般財団法人セブン-イレブン記念財団 
参加申し込み期間：６月１日（金）～７月１２日（木） 
参加申し込み方法：特設サイトより各団において登録 
活動資材：活動用のぼり旗、参加者用記念バッジ、広報用絆創膏（予定） 

 
※注意事項  

例年、参加申し込み受け付け締め切り後に、参加申し込みの問い合わ
せが多く寄せられます。余裕をもって、締め切り日までに団ごとにまと
めてお申し込み ください。 
また、「スカウトの日」の報告書の提出につきましてはＷｅｂ（特設サ

イト）のみとなります。報告締め切りは１０月３１日（水）までとさせ
ていただきます。ご理解、ご協力をお願いいたします。 
………………………………………………………………………………… 
■リーダートレーナーコース第３７期の開設（報告） 
 
期  間：６月２０日（水） 

～２４日（日） 
場  所：日本連盟・大和の森 高萩 

スカウトフィールド 
履 修 者：１０県連盟１４人 
スタッフ：栗田コースディレクター、 

他７人 
………………………………………………………………………………… 
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会議・委員会報告 
 

■合同常設委員会（全体会）の開催（報告） 
 
日  時：６月２３日（土）１０：３０～１２：３０ 
場  所：東京・ボーイスカウト会館 
出 席 者：水野副理事長・国際コミッショナー、 

福嶋日本連盟コミッショナー、 
他日本連盟役員、常設委員会・特別委員会委員 計６０人 

内  容：１．日本連盟コミッショナー方針 
２．水野副理事長講話 

３．長中期計画「行動計画」に関する各常設委員会の取り組み 
４．広報戦略 他 

………………………………………………………………………………… 

■団支援・組織拡充委員会（第１回）の開催（報告） 
 
日  時：６月２３日（土）１３：１５～２４日（日）１２：１５ 
場  所：東京・ボーイスカウト会館 
出 席 者：村田委員長、他委員５人 
協議事項：１．２０１８-２０１９年度 団支援・組織拡充委員会の編成 

について 
２．団支援・組織拡充委員会の任務について 
３．平成２８-２９年度 団支援・組織拡充委員会の取り組み 

と申し送り事項について 
４．２０１８-２０１９年度 団支援・組織拡充委員会の取り 

組みについて 
５．今後のスケジュールについて 

 
合同常設委員会後、今年度初回となる委員会を開催し、委員会の任務、

前期の取り組み等を確認したほか、今期の委員会の取り組みについて協
議しました。 
 また、２３日の１５時からは、社会連携・広報委員会、財務委員会、
中途退団抑止特別委員会の運営系４委員会合同で意見交換をしました。 
……………………………………………………………………………… 

■プログラム委員会（第２回）の開催（報告） 
 
日  時：６月２３日（土）１３：１５～１７：００ 
場  所：東京・ボーイスカウト会館 
出 席 者：榊原委員長、他委員７人 
主な内容：１．各種会議の記録等の確認について 
     ２．プログラム関連事業・施策について 
     ３．部門のプログラムの見直しについて 
     ４．プログラムパッケージの開発について 
     ５．ＲＣＪの諸活動について 
 
 合同常設委員会後、今年度２回目の委員会を開催し、平成３０年度諸
会議に関する報告および承認事項、日本連盟の主催大会・行事に関する
準備状況について確認しました。また、スカウトの日の実施、プログラ
ムにおけるセーフ・フロム・ハームの取り組み、全国スカウトフォーラムの
展開方法、部門のプログラム見直しの進め方等について検討しました。 
………………………………………………………………………………… 
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■指導者養成委員会（第２回）の開催（報告） 
 
日  時：６月２３日（土）１３：１５～１７：１５ 
場  所：東京・ボーイスカウト会館 
出 席 者：大久保委員長、他委員４人 
主な議題：１．前回委員会記録の確認 
     ２．スカウト教育推進会議報告 

 ３．春のＷＢ研修所報告 
 ４．春のＷＢ実修所コース報告 
５．トレーナーコース報告 

     ６．基本原則の改訂 
     ７．平成３０年度作業とスケジュールの確認 
     ８．２０１９年度事業の計画 他 
 
合同常設委員会後、今年度２回目の委員会を開催し、２０１９年度実

施に向けた各種事業の取り組みのうち、特にＷＢ実修所の改定と開設に
ついて検討しました。 
………………………………………………………………………………… 

■国際委員会（第２回）の開催（報告） 
 
日  時：６月２３日（土）１３：３０～１７：００ 
場  所：東京・ボーイスカウト会館 
出 席 者：嶋田委員長、他委員６人 
参 席 者：水野国際コミッショナー、中野国際副コミッショナー 
議  題：１．前回委員会以降の動向について 

２．ＷＯＳＭとＡＰＲの動向と対応について 
３．２０１８年度国際委員会の取り組みについて 
４．２０１８年度国際委員会の活動評価方法と中間評価について 
５．今後の取り組みについて 

 
合同常設委員会後、今年度２回目の委員会を開催し、平成３０年度の

事業計画および来年度以降の取り組みと基本方針について協議しました。 
………………………………………………………………………………… 

■社会連携・広報委員会（第１回）の開催（報告） 
 
日  時：６月２３日（土）１３：１０～１７：００ 
場  所：東京・ボーイスカウト会館 
出 席 者：磯山委員長、他委員８人 
主な内容：１．広報戦略について 
     ２．ドリームチームの活動について 
     ３．１７ＮＳＪについて 
     ４．企業連携について 他 
 
 合同常設委員会後、今年度初めての正委員会を開催しました。当委員
会は、昨年度に引き続き隔週で会議を設けています（今年度は、①全体
会、②社会連携、③広報の３形態で開催しています）。 
今回の正委員会では、広報戦略の発展やドリームチームの活動、１７

ＮＳＪ広報部との連携など広報面についての確認と協議をしたほか、企
業連携の強化について検討しました。 
 その後、１５時より、団支援・組織拡充委員会、財務委員会、中途退
団抑止特別委員会の運営系４委員会合同で意見交換をしました。 
………………………………………………………………………………… 
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■「セーフ・フロム・ハーム」・安全委員会 

（第２回）の開催（報告） 
 

日  時：６月２３日（土）１３：００～１７：００ 

場  所：東京・ボーイスカウト会館 

出 席 者：増田委員長、他委員７人 

主な内容：１．平成３０年度の「セーフ・フロム・ハーム」に関する  

取り組み 

     ２．平成３０年度安全促進啓発活動 

 

合同常設委員会後、今年度２回目の委員会を開催し、平成３０年度の

取り組みについて協議しました。 

………………………………………………………………………………… 

■信仰奨励委員会（第１回）の開催（報告） 
 

日  時：６月２３日（土）１３：００～１６：００  

場  所：東京・ボーイスカウト会館 

出 席 者：村上委員長、他委員５人 

主な内容：１．委員会の任務と前委員会からの引き継ぎ事項について 

     ２．今年度の主な取り組みについて 

     ３．今後の予定について 

 

合同常設委員会後、今年度１回目の委員会を開催し、委員会の任務、

前期の委員会からの引き継ぎ事項等を確認し、今期の委員会の主な取り

組みについて協議しました。 

………………………………………………………………………………… 

■中途退団抑止特別委員会（第１回）の開催（報告） 
 

日  時：６月２３日（土）１３：００～１７：００ 

場  所：東京・ボーイスカウト会館 

出 席 者：膳師委員長、他委員４人 

参 席 者：戸髙財務委員長、南財務副委員長 

主な議題：１．特別委員会の編成について 

 ２．中途退団抑止タスクチームでの検討と提言について 

 ３．特別委員会の今後の進め方について（意見交換） 

 

 本連盟では、組織拡大のための広報戦略を進めている一方、新規加盟

者以上に中途退団者が多い状況に歯止めがかかっていないことから、組

織拡大に向けて理事会の下に本特別委員会を設置しました。 

特別委員として各地域で一定の成果をあげている団関係者に参加い

ただき、第１回となる委員会を開催しました。これまでの編成にいたる

経緯を確認後、それぞれの団の現況から意見交換を行いました。本委員

会の任期は２年となります。 

 本委員会後、１５時より、団支援・組織拡充委員会、社会連携・広報

委員会、財務委員会の運営系４委員会合同で意見交換をしました。 

………………………………………………………………………………… 
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■１７ＮＳＪ配給・食堂専門部会（第６回）の開催（報告） 
 
日  時：６月２３日（土）１５：３０～１８：３０ 
場  所：石川・石川県連盟事務局 
出 席 者：稲葉部会長 他部員３人 
主な内容：１．実行委員会（第１２回）の内容共有 

２．部員への案内内容検討  
３．配給作業について 
４．本部食堂の運営について 他 

 
今回の専門部会では、６月１６日に行った１７ＮＳＪ実行委員会の情

報共有を行い、部員への事前案内の内容について検討しました。また、
本部食堂の運営方法と配給作業について協議しました。 
………………………………………………………………………………… 

■「大和の森 高萩スカウトフィールド」の 

活用等に関する協議会（第２回）開催（報告） 
 
日  時：６月２６日（火）１４：００～１６：００ 
場  所：茨城・茨城県庁 
出 席 者：日本連盟、茨城県連盟、高萩市教育委員会、茨城県教育庁他 

 各関係者 計１７人 

主な議題：１．利用実績について（平成２９年度） 
２．活用事業について（平成３０年度） 
３．整備計画について（平成３０年度） 
４．その他情報交換等 

 
 今年度より、高萩スカウトフィールドの活用促進について、茨城県、
高萩市のご支援のもと、自治体とボーイスカウト関係者による情報交換
等を目的とした協議会を開催しています（年４回を予定しています）。 
 今回の協議会では、今年度予定している茨城県からの委託事業（自然

体験活動指導者養成、小学生自然体験キャンプなど）、ボーイスカウトでの
利用（ＲＣＪ Ｒｅ：Ｑｕｅｓｔなど）、一般利用予定などを確認しました。また、

今後の活用事業（イベント、常設プログラム、指導者研修）に関する情
報交換、意見交換を行いました。 

………………………………………………………………………………… 

本日発行のニュースは６頁です。 

………………………………………………………………………………… 

ボーイスカウト日本連盟 http://www.scout.or.jp/ 

    Facebook http://www.facebook.com/scout.or.jp 

Twitter https://twitter.com/#!/ScoutingJapan 

Youtube https://www.youtube.com/user/ScoutingJapan 

Instagram https://www.instagram.com/scout_association_of_japan/ 

………………………………………………………………………………… 
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