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  「参加人数」「活動予定日」などはとりあえずの予定を入れてください

「活動予定の掲載可否」
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「活動予定の掲載可否」

れ、交流できる可能性があります。

※日連の登録はＷＯＳＭ（世界スカウト機構）の登録とリンクしていません。

た予定が変わってもあまり気にしなくてＯＫです

 

ＷＯＳＭのＪＯＴＩページで登録

Skype ID

Skype

の「Skype

ジが出ます。「プロフィール」の下の「

です。ちな
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日本連盟のＪＯＴＩ登録ページで登録する

実施案内の「申し込みフォーム」をクリック

JOTI2020 参加申込」ページ

「コールサイン 社団名（ＪＯＴＡ）」は関係ないのであけたまま。

アカウント（JOTI

「通信方法」Skype を選んでください

「参加人数」「活動予定日」などはとりあえずの予定を入れてください

「活動予定の掲載可否」

交流できる可能性があります。

※日連の登録はＷＯＳＭ（世界スカウト機構）の登録とリンクしていません。

予定が変わってもあまり気にしなくてＯＫです
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Skype ID の探し方

Skype を開いて、自分のアイコン（丸い印）をクリックし、プルダウンメニュー

Skype のプロフィール」をクリック。自分の名前の入ったプロフィールペー

ジが出ます。「プロフィール」の下の「

です。ちなみにスカイプに表示されている名前はアイコンの下の名前です。
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のプロフィール」をクリック。自分の名前の入ったプロフィールペー

ジが出ます。「プロフィール」の下の「

みにスカイプに表示されている名前はアイコンの下の名前です。

これは、WOSM

Ｗ Ｏ Ｓ Ｍ の 登 録 が ま だ な ら

「REGISTER

ＪＯＴＩの始め方（スカイプ利用の場合） 

（ここが分からない方は個別にご相談ください）

日本連盟のＪＯＴＩ登録ページで登録する 

実施案内の「申し込みフォーム」をクリック

参加申込」ページ 

社団名（ＪＯＴＡ）」は関係ないのであけたまま。
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を選んでください 

「参加人数」「活動予定日」などはとりあえずの予定を入れてください

「希望する」を選択すると、国内の団

交流できる可能性があります。 
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 https://www.jotajoti.info/

を開いて、自分のアイコン（丸い印）をクリックし、プルダウンメニュー

のプロフィール」をクリック。自分の名前の入ったプロフィールペー

ジが出ます。「プロフィール」の下の「

みにスカイプに表示されている名前はアイコンの下の名前です。

言語を選択

Register now

WOSM の登録ページ

Ｗ Ｏ Ｓ Ｍ の 登 録 が ま だ な ら

REGISTER」をクリック

（ここが分からない方は個別にご相談ください）

実施案内の「申し込みフォーム」をクリック 

社団名（ＪＯＴＡ）」は関係ないのであけたまま。

」はスカイプならＩＤを入れてください

「参加人数」「活動予定日」などはとりあえずの予定を入れてください

「希望する」を選択すると、国内の団

※日連の登録はＷＯＳＭ（世界スカウト機構）の登録とリンクしていません。

予定が変わってもあまり気にしなくてＯＫです 

https://www.jotajoti.info/

を開いて、自分のアイコン（丸い印）をクリックし、プルダウンメニュー

のプロフィール」をクリック。自分の名前の入ったプロフィールペー

ジが出ます。「プロフィール」の下の「Skype 名」の横の「

みにスカイプに表示されている名前はアイコンの下の名前です。

言語を選択 「en」に。日本語はないです

Register now をクリック

の登録ページの入り口

Ｗ Ｏ Ｓ Ｍ の 登 録 が ま だ な ら

」をクリック 

（ここが分からない方は個別にご相談ください）

 

社団名（ＪＯＴＡ）」は関係ないのであけたまま。

」はスカイプならＩＤを入れてください

「参加人数」「活動予定日」などはとりあえずの予定を入れてください

「希望する」を選択すると、国内の団に開設情報が表示さ

※日連の登録はＷＯＳＭ（世界スカウト機構）の登録とリンクしていません。

https://www.jotajoti.info/  

を開いて、自分のアイコン（丸い印）をクリックし、プルダウンメニュー

のプロフィール」をクリック。自分の名前の入ったプロフィールペー

名」の横の「live:

みにスカイプに表示されている名前はアイコンの下の名前です。

」に。日本語はないです

をクリック 

の入り口 

Ｗ Ｏ Ｓ Ｍ の 登 録 が ま だ な ら 白 い 文 字

（ここが分からない方は個別にご相談ください） 

社団名（ＪＯＴＡ）」は関係ないのであけたまま。 

」はスカイプならＩＤを入れてください 

「参加人数」「活動予定日」などはとりあえずの予定を入れてください 

に開設情報が表示さ

※日連の登録はＷＯＳＭ（世界スカウト機構）の登録とリンクしていません。登録し

を開いて、自分のアイコン（丸い印）をクリックし、プルダウンメニュー

のプロフィール」をクリック。自分の名前の入ったプロフィールペー

live:～」がスカイプ

みにスカイプに表示されている名前はアイコンの下の名前です。

」に。日本語はないです 

白 い 文 字

 

に開設情報が表示さ

登録し

を開いて、自分のアイコン（丸い印）をクリックし、プルダウンメニュー

のプロフィール」をクリック。自分の名前の入ったプロフィールペー

～」がスカイプ ID

みにスカイプに表示されている名前はアイコンの下の名前です。 

 � 



  

すべてローマ字で記入してください 

（漢字でも登録できますが検索してもらいにくいので） 

 

・団または隊の名前（個人の場合は個人名、ニックネームも可） 

・パスワード ・確認用パスワード（同じもの） 

・連絡用メールアドレス 

・名前  ・苗字 

・国を選ぶ（JAPAN があります） 

・I’m scout スカウトの場合は四角にチェック 

・Select language 選択肢の中から言葉を選ぶ English 

 

・Spoken languages  Japnese を選択 

・Scouting interests 好きなものを選んでください 

 

・Date of birth 生年月日を西暦で年・月・日にちの順に 

・I’m not a robot  赤枠をクリックすると写真が出ます 

 

・I have read and accept the~~ 横の小さい白い枠をクリック 

 

・全てできたら ＲＥＧＩＳＴＥＲ をクリック 

Stairs（階段）の写真を全て選んでクリック

してください。 

 

※選ぶものは信号やタクシーなど変わりま

す。わからなかったら左下の矢印マークを押

して、問題を変更してください。 

 

すべて選んだら、右下の青い VERIFY ボタンを

押してください 

登録したアドレスにメールが届いたら、登録成功です！！ 



ここからＪＯＴＩの登録です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからＪＯＴＩの登録ですここからＪＯＴＩの登録ですここからＪＯＴＩの登録です 

個人

group

ＷＯＳＭのＪＯＴＩページ

Register now

出てきたページの上の白い四角に登録したアドレスを、

下の白い四角に登録したパスワードを入れ、

緑の Log in

個人 individual 

group をクリックし、青い

ＷＯＳＭのＪＯＴＩページ

Register now をクリック

出てきたページの上の白い四角に登録したアドレスを、

下の白い四角に登録したパスワードを入れ、

Log in をクリックしてください。たぶんこのページが出ます

individual かグループ

をクリックし、青い

地図上で団の位置をクリックすると、

ローマ字で住所が表示される

 

Organisation

メニューから、

Japan を選択

 

以上できたら、青い

押す 

ＷＯＳＭのＪＯＴＩページ https://www.jotajoti.info/

をクリック 

出てきたページの上の白い四角に登録したアドレスを、

下の白い四角に登録したパスワードを入れ、

をクリックしてください。たぶんこのページが出ます

かグループ group 

をクリックし、青い continue

1 番上には、グループ名（団また

は隊名ですが、外国の人が見ても

わかる工夫を）をローマ字で入れ

る。 

 

2 番目には、グループの人数を入

れる 

 

3 番目は国を選びます。右側のプ

ルダウンメニューから、

を選ぶ

 

以上書けたら、青い

タンを押す

地図上で団の位置をクリックすると、

ローマ字で住所が表示される

Organisation (組織)

メニューから、Scout 

を選択 

以上できたら、青い continue

https://www.jotajoti.info/

出てきたページの上の白い四角に登録したアドレスを、

下の白い四角に登録したパスワードを入れ、

をクリックしてください。たぶんこのページが出ます

 を選択。団でするなら

continue ボタンを押す

番上には、グループ名（団また

は隊名ですが、外国の人が見ても

わかる工夫を）をローマ字で入れ

 

番目には、グループの人数を入

 

番目は国を選びます。右側のプ

ルダウンメニューから、

を選ぶ 

以上書けたら、青い

タンを押す 

地図上で団の位置をクリックすると、

ローマ字で住所が表示される 

)は、プルダウン

Scout Association of 

continue ボタンを

https://www.jotajoti.info/ に戻り

出てきたページの上の白い四角に登録したアドレスを、

下の白い四角に登録したパスワードを入れ、 

をクリックしてください。たぶんこのページが出ます

。団でするなら

ボタンを押す 

番上には、グループ名（団また

は隊名ですが、外国の人が見ても

わかる工夫を）をローマ字で入れ

番目には、グループの人数を入

番目は国を選びます。右側のプ

ルダウンメニューから、JAPAN

以上書けたら、青い continue

地図上で団の位置をクリックすると、

は、プルダウン

Association of 

ボタンを

に戻り 

出てきたページの上の白い四角に登録したアドレスを、 

をクリックしてください。たぶんこのページが出ます 

。団でするなら、

番上には、グループ名（団また

は隊名ですが、外国の人が見ても

わかる工夫を）をローマ字で入れ

番目には、グループの人数を入

番目は国を選びます。右側のプ

JAPAN

continue ボ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページが出てきたら、無事登録終了です

お疲れさまでした！！

下にある青い

ＪＯＴＩへの参加方法

 

Skype

をクリックすると、自分の連絡先を入れるス

ペースが出る。

Skype

 

以上できたら、下にある青い

を押す

 

ＪＯＴＩに参加するための約束

 

ここの四角をチェック

 

できたら、下にある青い

このページが出てきたら、無事登録終了です

お疲れさまでした！！

下にある青い done

登録したアドレスに「

いうメールが届きます。

 

そのメールの下の方に、

[1] https://www.jotajoti.info/user

[2] https://www.jotajoti.info/campsite

 

[1]をクリックするとこのページになります。

青い文字の

（グーグル翻訳だと「アカウントを更新」と表示されます）

 

開いたページの

ゴゲームみたいなもの。結構聞いてくる子が多いです）

コードが表示されますが、まだ準備中です。

ＪＯＴＩへの参加方法

Skype、Facebook

をクリックすると、自分の連絡先を入れるス

ペースが出る。 

kype の場合は、ここに

以上できたら、下にある青い

を押す 

ＪＯＴＩに参加するための約束

ここの四角をチェック

できたら、下にある青い

このページが出てきたら、無事登録終了です

お疲れさまでした！！ 

done ボタンを押

登録したアドレスに「

いうメールが届きます。

そのメールの下の方に、

[1] https://www.jotajoti.info/user

https://www.jotajoti.info/campsite

をクリックするとこのページになります。

青い文字の Update my account

（グーグル翻訳だと「アカウントを更新」と表示されます）

開いたページの JID

ゴゲームみたいなもの。結構聞いてくる子が多いです）

コードが表示されますが、まだ準備中です。

ＪＯＴＩへの参加方法 

Facebook など、参加方法の前の四角

をクリックすると、自分の連絡先を入れるス

 

の場合は、ここに skype ID

以上できたら、下にある青い

ＪＯＴＩに参加するための約束 

ここの四角をチェック 

できたら、下にある青い continue

このページが出てきたら、無事登録終了です

ボタンを押して終了してください。

登録したアドレスに「Welcome to JOTA

いうメールが届きます。 

そのメールの下の方に、2 つのリンクがあります。

[1] https://www.jotajoti.info/user

https://www.jotajoti.info/campsite

をクリックするとこのページになります。

Update my account

（グーグル翻訳だと「アカウントを更新」と表示されます）

JID の部分に

ゴゲームみたいなもの。結構聞いてくる子が多いです）

コードが表示されますが、まだ準備中です。

など、参加方法の前の四角

をクリックすると、自分の連絡先を入れるス

skype ID を入力

以上できたら、下にある青い continue ボタン

 

continue ボタンを押す

このページが出てきたら、無事登録終了です。  

して終了してください。

Welcome to JOTA

つのリンクがあります。

[1] https://www.jotajoti.info/user 

https://www.jotajoti.info/campsite 

をクリックするとこのページになります。

Update my account をクリック

（グーグル翻訳だと「アカウントを更新」と表示されます）

の部分に Jampuz（数字を集めるビン

ゴゲームみたいなもの。結構聞いてくる子が多いです）

コードが表示されますが、まだ準備中です。

[2]からは、左のキャン

プサイトに行けます。

Jumpuz

ここから入手できま

すが、準備中です。

など、参加方法の前の四角

をクリックすると、自分の連絡先を入れるス

を入力 

ボタン

ボタンを押す 

して終了してください。 

Welcome to JOTA-JOTI 2020!

つのリンクがあります。 

 

をクリックするとこのページになります。 

をクリック 

（グーグル翻訳だと「アカウントを更新」と表示されます）

（数字を集めるビン

ゴゲームみたいなもの。結構聞いてくる子が多いです）

コードが表示されますが、まだ準備中です。 

からは、左のキャン

プサイトに行けます。

umpuz の表なども

ここから入手できま

すが、準備中です。

JOTI 2020!」と

 

（グーグル翻訳だと「アカウントを更新」と表示されます） 

（数字を集めるビン

ゴゲームみたいなもの。結構聞いてくる子が多いです）の

からは、左のキャン

プサイトに行けます。

の表なども

ここから入手できま

すが、準備中です。 


