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■第６１回ジャンボリー・オン・ジ・エア（ＪＯＴＡ） 

   第２２回ジャンボリー・オン・ジ・インターネット（ＪＯＴＩ） 
の開催（報告） 

 

日    時：１０月１９日（金）００：００ 

～２１日（日）２４：００ 

（各国の標準時間で実施） 

場    所：日本連盟・那須野営場、 

他日本各地および世界各地 

 

 ジャンボリー・オン・ジ・エア（ＪＯＴＡ）／ジャンボリー・オン・ジ・

インターネット（ＪＯＴＩ）は、世界スカウト機構が主催する公式国際行事

で、スカウトがアマチュア無線やインターネットで国内各地や外国のス

カウト仲間と交信し、お互いを理解し、知識と友情を深めることを目的

として、毎年１０月の第３金曜日〜日曜日の７２時間運用されます。 

日本連盟では、日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブ（JA1YSS）

協力のもと、今年度は那須野営場で運用しました。２１日には矢板市八

方ケ原高原にも移動局を置きました。運用者 7人で交信局数約３００局、

海外はイギリス、アブダビと交信ができました。 

JA1YSSとの交信を楽しみにされている多くのスカウト、関係者、そし

てＯＢと電波を通じて友情を深めることができました。 

また、日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブの「ＪＯＴＡ/ＪＯＴＩ掲示

板」への書き込みは、約３０件ありました。 

 

◇報告書の提出について 

参加報告はＷｅｂのみでの受け付けとなります。ＪＯＴＡ/ＪＯＴＩに参加

した隊、団、地区等は、１１月９日（金）までに日本連盟ホームページ

に掲載している入力フォームより、ご報告ください。  

なお、世界スカウト機構発行の参加証を希望する場合は、ホームペー

ジをご覧いただき、送付用封筒を日本連盟事務局までお送りください。  

 

詳細は下記ＵＲＬをご確認ください。 

https://www.scout.or.jp/event/jota_joti/2018.html 

………………………………………………………………………………… 

■ボーイスカウトＰＲムービーコンテスト審査結果（報告） 

 

昨年度より実施しているＰＲムービーコンテ

スト。今年度も、スカウト活動を楽しく表現し

ている作品を皆さまからご応募いただきまし

た。日本連盟 社会連携・広報委員会の厳正な

る審査により、この度、最優秀作品と優秀作品

が決定いたしました。 
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≪最優秀≫ 
 
静岡県連盟三島第５団 団委員 
鈴木 信司 
 
タイトル：ボーイスカウトって何？ 
部門・テーマ：イメージＰＲ・アクティブ 
 

≪優秀≫ 
 
東京連盟小平第１団 ボーイ隊副長 
高久 秀之 
  
タイトル：青木ヶ原に逃げた「青龍」を探せ! 
部門・テーマ：スキル・ハイキング 

 

最優秀作品と優秀作品に選ばれたおふたりには、パナソニック株式会

社にご協賛いただいたウェアラブルカメラをお贈りいたします。 
 
ムービーコンテストのページから、２作品の動画をご覧いただけます。 

https://www.scout.or.jp/2pmc/ 

………………………………………………………………………………… 
茨城県委託事業 

■「第１回小学生キャンプ」の開催（報告） 
 
日  時：１０月２０日（土）１３：００～２１日（日）１３：００ 
場  所：日本連盟・大和の森 高萩スカウトフィールド 

主  催：公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 
共  催：茨城県教育委員会  

参 加 者：小学４年生８人、５年生９人、６年生２人（男子１２人、 
女子７人）  

スタッフ：高橋、中島 各プログラム委員、他６人 
 
茨城県からの委託を受け、小学４年生から６年生までの児童を対象と

した「第１回小学生キャンプ」を高萩スカウトフィールドで開催しまし
た。参加者は、自然に親しみながら、アドベンチャー体験、グループ活

動、テント設営、野外料理、キャンプファイアなどを体験し、１泊２日
を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.scout.or.jp/2pmc/
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また、今回のキャンプは９月に同フィールドにて資格認定を受けた 

ＮＥＡＬインストラクター講座履修者２人を、演習のためにスタッフとし
て迎えました。 
 
参加者からの感想（一部抜粋） 
・ぼくは、ほかでキャンプをしたことがあったけど、ボーイスカウトの

方が楽しかった。機会があったらまた来たい。またやりたい！ 
・友達じゃなくても知らない子と仲良くなれた。とっても楽しくて文句

ない！ 
・思った以上に楽しくて、とてもおもしろかったです。すてきな時間を

ありがとうございました。 
・また絶対やりたい！ちょう楽しかった。 
 
なお、第２回小学生キャンプを１０月２７日（土）～２８日（日）、第３

回を１１月３日（土・祝）～４日（日）に、同フィールドで開催する予定です。 
 
※ＮＥＡＬ(NATURE EXPERIENCE ACTIVITY LEADER)は、官民一体となって 創設した体験

活動に関する新しい自然体験活動指導者制度「全国体験活動指導者認定制度」です。 
………………………………………………………………………………… 

茨城県立高等学校 

■「野外活動体験」の実施（報告） 
 
日  時：１０月２４日（水）１１：００～１５：００ 
場  所：日本連盟・大和の森 高萩スカウトフィールド 

参 加 者：茨城県立高等学校１年生６２人  
スタッフ：中島、高橋 各プログラム委員、他４人 

主な活動：仲間作り、野外炊事、自然に親しむ活動、アドベンチャー体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県立高等学校からの依頼を受け、高萩スカウトフィールドにて、

ボーイスカウト指導者による「野外活動体験」の授業を実施しました。
参加した生徒たちは、最初は硬い表情でしたが、さまざまな体験活動を

していくうちに次第に笑顔になっていき、協力して活動に臨むようにな
りました。 

………………………………………………………………………………… 
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NPO法人 TABLE FOR TWO主催 

■「おにぎりアクション」イベントへの出展について（報告） 
 
おにぎりの写真をＳＮＳなどに投稿することで、アジアやアフリカの

貧困地域に給食を届けることができる「おにぎりアクション」を周知す
るためのイベントに協力しました。 

このキャンペーンはＮＰＯ法人ＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯが主催するもので、
個人が簡単に参加できる社会貢献としてＳＮＳ上で大きな盛り上がりを

みせています。 
ボーイスカウト日本連盟は、このイベントに協力することで、日本の

子どもたちが世界の食の問題について考える機会に貢献したいと考え
ています。 
 
日  時：１０月２０日（土）～２１日（日） 

両日とも１１：００～１８：００ 

場  所：京都・イオンモール京都桂川 
運営協力：全国ローバースカウト会議（ＲＣＪ）近畿ブロック 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
今後、以下の２会場で同イベントが実施され、ボーイスカウトも出展

します。お近くの方は是非お立ち寄りください。 
 
１１月１０日（土）～１１日（日）神奈川・イオンモール座間 

１１月１７日（土）～１８日（日）愛知・イオンモール常滑 
 
また、皆さまもおにぎりの写真をご自身のＳＮＳに投稿して、貧困支援

にご協力をお願いいたします。 
 
おにぎりアクション２０１８公式ページ 

https://onigiri-action.com/ 
ＮＰＯ法人ＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯ公式ページ 

http://jp.tablefor2.org/ 

………………………………………………………………………………… 

■「全国防災キャラバン２０１８」開催情報 
 
全国のイオンモール等で防災について考える 

機会を提供するために開催している「全国防災 

キャラバン」が、次のとおり行われました。 

 

実 施 会 場：１０月２０日（土）栃木・イオン今市店 
２１日（日）茨城・イオンモール水戸内原 

神奈川・イオンモール座間 
熊本・イオンモール熊本 

https://onigiri-action.com/
http://jp.tablefor2.org/
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なお、今後の予定としましては、次の会場で実施いたします。お近く

へお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 
 

今後の予定：１０月２８日（日） 山梨・イオン石和店  

神奈川・イオンスタイル東神奈川 

京都・イオンモール京都桂川 

１１月 ３日（土・祝） 千葉・イオンモール千葉 

ニュータウン 

４日（日）  山形・イオンモール天童 

佐賀・イオンモール佐賀大和 

………………………………………………………………………………… 

お知らせ 
 

■「スカウティング」１月号 新春 誌上名刺交換のご案内 

 
当連盟機関誌「スカウティング」１月号におきまして、恒例となりま

した「新春 誌上名刺交換」を実施いたします。お名前のほか、メッセ

ージを添えることもできますので、全国のスカウト関係の方々への年始

のご挨拶として、年賀状代わりにご利用されてはいかがでしょうか。個

人、団としてなど、複数口でのお申し込みも歓迎いたします。 

 

サ イ ズ：１口 ２４ミリ×６２ミリ（横型） 

※最大：１頁３３口×２頁＝見開き 

掲 載 料：１口 ８,０００円 

締め切り：１１月１６日（金） 

 

詳細はスカウティング１１月号２３ページをご確認ください。 

………………………………………………………………………………… 
モンベルクラブ会員限定 

■モンベルフレンドフェアへの出展について 
 
株式会社モンベルが会員向けに開催するイベント「モンベルフレンド

フェア」にボーイスカウトも出展します。ブースでは、バードコール作

りのワークショップを提供し、これを通じて鳥たちの生態やバードコー

ルを使う際のマナーなどを参加者にお伝えする予定です。 
 
１０月２７日（土）～２８日（日）大阪・インテックス大阪 

１１月３日（土・祝）～４日（日）神奈川・パシフィコ横浜 
 
※本イベントは、モンベルクラブ会員向けのイベントですので、会員以

外の方はご参加いただくことはできません。ご注意ください。 
 
その他詳細は株式会社モンベル公式サイトをご確認ください。 

https://www.montbell.jp/generalpage/disp.php?id=376 

………………………………………………………………………………… 
 
 

https://www.montbell.jp/generalpage/disp.php?id=376
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会議・委員会報告 
 

■「セーフ・フロム・ハーム」・安全委員会 

（第３回）の開催（報告） 
 
日  時：１０月２０日（土）１０：００～１７：００ 

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．スカウト教育推進会議（報告）について 
     ２．県連盟対応ガイドラインの制作について 

     ３．罰則規程（仮）の制定について 
     ４．安全促進フォーラム・安全普及フォーラムについて 

     ５．「思いやりの心をはぐくむ教育」に関する資料の作成について 
     ６．「安全入門」改訂について 

     ７．来年度の登録前研修について 
 
 今回の委員会では、平成３０年度事業推進スケジュールや長中期計画

を見直すとともに、今年度内に進めていく制作物等の進捗状況を確認し、
内容やスケジュールについて協議しました。 
………………………………………………………………………………… 

■スカウトソング特別委員会（第２回）の開催（報告） 
 
日  時：１０月２０日（土）１３：３０ 

～１０月２１日（日）１１：４５ 
場  所：静岡・善教寺 

出 席 者：石原委員長、他委員５人 
主な内容：１．スカウトソングリーダーの認定について 

     ２．スカウトソング研修会の準備について 
     ３．スカウトソングワークショップの開催について 

     ４．音楽隊の普及・発展について 
     ５．次年度のスカウトソング研修会について 
 
今回の委員会では、スカウトソングリーダーの認定と認定手順につい

て協議し、平成２９年度スカウトソングワークショップ修了者で自己研
修報告書を提出された５人について、認定することとしました。 

スカウトソング研修会に関しては、日本連盟主催の熊本会場と、滋賀
連盟から講師派遣要請のある２会場について、それぞれの役割分担、セ

ッションの実施計画を、実習を行いながら確認しました。スカウトソン
グワークショップについては、来年１月１２日（土）～１３日（日）に

開催することで準備を進めることとしました。また、次年度のスカウト
ソング研修会については、全県連盟に開催希望の照会を行い、県連盟と

の協力で実施することとしました。 
………………………………………………………………………………… 

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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