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テーマ 「

～自分のｆを探せ～」

会

場

自 ら 考 え る f（future, friend, family, faith, fun, face, fuji
など）を探して未来に向かっていく、スカウトの自主性と発信
していく姿をテーマとします。

ジャンボリー
インフォメーション
とは ?

全国各地に分散して開催
2022 年の夏休み期間、サテライト
会場や全国各地のキャンプにより分
散開催します。

ジャンボリーインフォメーションとは、各県連盟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。大会までに数回の発行を予
定し、毎号、最新の情報を提供していきますので、18NSJ 公式サイトで公開する情報に
加えて、準備に活用してください。
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プログラム最新情報
•

パイオニア賞について

キャンプ生活の環境衛生（感染症感染予防、サイ
ト内の整理整頓など）に取り組む。…………… ▲

参加するスカウトが、ジャンボリーのプログラムに

•

積極的に参加するように、パイオニア賞の課目を設定

班で話し合い、キャンプ生活に役立つ、工夫され
たキャンプ工作物を作成する。………………… ▲

します。各課目に取り組み達成できたものから認定し

•

てもらい、すべての課目を修了したら隊長の認証を受

班の仲間のために、自分の役割を果たす。…… ▲

④信仰、スカウツオウン・サービス

け、
パイオニア賞を授与されます。

•

信仰する教宗派の宗教儀礼に参加する。もしく

ボーイスカウト、ベンチャースカウトそれぞれの課

は班や隊で実施する宗教儀礼、スカウツオウン・

目がありますので、大会期間中に認証を受けられるよ

サービスに参加する。…………………… □ △ ▲

う積極的に取り組みましょう。
●

⑤SDGsの取り組み

ボーイスカウトのパイオニア賞の認証について

•

サテライト会場やジャンボリーサマーの各会場の

日 々の班会議で SDGs のいずれかの目標の取り
組みについて評価する。…………………… △ ▲

期間中に、次のパイオニア賞課目のすべてを修了した

2 プログラム

ボーイスカウトへ、
パイオニア賞を授与します。

①ジャンボリー日本一プログラムに挑戦する。…… □

≪認定区分≫

②他の班や隊と交歓する。…………………… □ △ ▲

□…隊長認定

△…上級班長認定

▲…班長認定

●

ベンチャースカウトはボーイスカウトたちの先輩とし

1 基本

て、
これまでのスカウト活動で身につけた技能を活用し、

①「ちかい」と「おきて」の実践
•

ベンチャースカウトのパイオニア賞の認証について

ジャンボリーの生活の中で「ちかい」と「おきて」を実

ボーイスカウトたちの手本であり、
憧れの存在としてジャ

践していることを班長会議で認めてもらう。…… □

ンボリーや隊キャンプ等に参加することが望まれます。
各会場の期間中に、次の１から３の課目に取り組み、

②日日の善行（奉仕）
、貢献活動
•

ジャンボリー期間中、1日1回以上善行に取り組む。… ▲

隊長（参加隊長でも、所属隊長でも可）の課目の認定と、

•

キャンプ地周辺の地域に対し貢献活動を班で企

すべての課目の修了の認証により、パイオニア賞を授

画し、実施する。………………………………… ▲

与します。
1 ．第１８回日本スカウトジャンボリーの目的、プロ

③ジャンボリーの生活
•

キャンプ生活を快適するために、班で話し合い、

グラムを理解し、ベンチャースカウトとして参加

日々の改善に取り組む。………………………… △

するスカウトたちへの支援を計画し、実行する。
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2 ．宗教儀礼、
スカウツオウン・サービスに奉仕する。

●

記録の報告

3 ．ス
 カウトが取り組むSDGｓプログラムを計画し、
ジャ

各班で実施した記録（実施日時、会場名称、所属県

ンボリー期間中に取り組み、
成果を仲間と共有する。

連盟・団名、
班名・人数、
プログラム実施の記録、
班長・
隊長の名前等）
は、
大会公式スマートフォンアプリや

取り組みのポイント

ウェブサイトを通じて、
大会本部へ報告してください。
報告された記録を集計して、オンライン上で公開

1 ．ベンチャースカウトとしてジャンボリーにあるい

します。

はジャンボリーに参加するスカウトたちにどんな

ジャンボリーサマー終了後、大会本部で記録を集

支援ができるか。がポイントとなります。

計して、各プログラムの上位３位を発表・表彰します。

野営生活を快適にするための支援・アドバイス、
プログラム参加に向けたアドバイス、
また、運営や

●

プログラム運営の支援が具体的な動きとなります。

参加要件
各会場に参加しているボーイスカウトによる班で

2 ．宗教儀礼、
スカウツオウン・サービスをベンチャー

参加します（ベンチャースカウトを含む班は、プログ

スカウト同士、参加隊において、ベンチャースカウ

ラムは実施できますが、日本一プログラムとしての

トとして行うことが具体的な取り組みとなります。

報告はできません）。

3 ．ＳＤＧｓプログラムには、話し合い活動、社会貢

各プログラムに参加できる班の人数は、５人以上

献活動、環境保全活動、食についてなどのテーマ

８人以下です。この人数内であれば、参加隊や団、地

（取り組み、目標）
がありますので、
これらについて、

区の中で混成班を作ってプログラムに挑戦すること

ジャンボリー期間中に具体的な取り組みを計画し、

もできます。

実行していく内容となります。

●

報告受付期間
7 月 21 日 ( 木 )9 時～8 月 31 日 ( 水 )23 時 59 分

ジャンボリー日本一プログラム

予め入力画面を確認できるよう期間より前の公開
を予定しています。

ジャンボリー日本一プログラムは、
全国のサテライト

ネット接続できないキャンプ地の場合には、キャ

会場やジャンボリーサマー会場でボーイスカウトが班

ンプ終了後に報告してください。

単位で挑戦できる３つのプログラムです。前号でお知
らせした①わが旗かざし「班旗立て」、②火を絶やすな

各プログラムにはジャンボリーサマー期間中であ

「火起こし」
、
③ジョン・ブラン
「手旗信号リレー」
の各プ

れば何度でも挑戦することができます。入賞できる

ログラムは、
各会場の状況
（会場、
参加人数、
スタッフ等）

ようプログラムに参加する前に、班やグループで練

に応じて、
同一性を維持できるよう、
統一されたルール

習したり、作戦を立ててください。

のもとに、
ジャンボリーサマー期間中に実施します。
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信仰奨励プログラム

SDGｓプログラム

18NSJ では、参加したスカウト・指導者一人ひとり

事前にオンラインでＳＤＧｓプログラムについての

の明確な信仰を持つことを奨励し、信仰心の高揚が契

基本的な知識を身につけます。班で話し合い、ジャンボ

機となって、精神的に充足して大会を楽しむことがで

リー期間中に取り組む目標を決め、目標を達成するた

きるよう、
信仰奨励のための活動を実施します。

めの取り組みを実行します。

サテライト会場や県連盟のキャンプなどで、自分の

例えば、

信仰する教宗派の宗教儀礼が開かれる場合には、積極

•

的に参加して、教えについての理解や信仰心を深める

食材の廃棄を限りなくゼロにできるメニュー作
り（2．飢餓をゼロに）

ことを奨励します。

•

そのほか、
キャンプ生活を班や隊でスカウツオウン・

安全な飲み水を作る（6．安全な水とトイレを世
界中に）

サービスを実施することを奨励します。キャンプ生活

•

プラごみバスターズ大作戦に参加しませんか

の中や集会の中で、いろいろな場面や環境を生かした

日本連盟創立 100 周年を機に、世界的な環境課題

スカウツオウン・サービスを自分たちで考え、
自分たち

の一つである海洋問題に取り組む新たな「スカウトの

の信仰心を深める機会を作ってください。

日」のテーマを設定し、全国一斉のプロ

これまでのジャンボリーと同様に宗教章の授与基準

グラム展開を進めていきます。

のある教宗派の協力を得て、オンラインによる信仰奨

https://plagomi.scout.or.jp/

励プログラムを提供していきます。
大会スマートフォンアプリを通じて、大会ウェブサ

この他 SDG ｓに関連して、ジャンボリーに協力い

イトに掲載する各教宗派の概要（沿革や

ただく企業・団体からのプログラム提供もあります。

教えなど）、宗教儀礼の次第、宗教章の授

交流プログラム

与基準や取得のための情報を閲覧する
ことができます。

サテライト会場、隊キャンプなどを含み、ジャンボ
リーサマーには１万人を超える日本中のスカウトが参

https://18nsj.scout.or.jp/program/faith-belief

加しています。サテライト会場で隣りどうしの班や隊

参加スカウトの信じる教宗派の活動に加え、普段あ

と交歓することや、ネット環境があればネットをとお

まり接することのない他の教宗派について知ることが

して交歓することもできると思います。感染症対策を

できます。

しっかりした上での、キャンプファイア、スワップなど

各教宗派のページを参照して、自ら信仰する教宗派

さまざまな取り組みが考えられます。

について学んだり、宗教儀礼に取り組むことができま

ジャンボリーの事前準備でどんな交流をするか検討

す。また、他の教宗派を知って、自らの信仰との共通点

し、準備をしてください。

や差異を発見する機会になります。
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全国の開催状況について
各県連盟を通じたジャンボリーサマーの登録から、

https://forms.gle/AeCV5shMWb5c6fN58

全国の開催状況を集計しています。
前号でお知らせしたサテライト会場や県大会の他に

また、会場を紹介する画像がありまし

も、地区や団・隊によるキャンプが登録され、全国各地

たら 18nsj@scout.or.jp まで添付送信

で約 250 か所が登録され、約 1 万 4 千人の参加者が

等でお送りください。添付する画像ファ

キャンプする見込みです。

イルの名称を県名・会場名・内容（例：茨

第 4 号では、各県連盟ごとの会場開設や他会場への

城・高萩 SF・アリーナ風景）で記載してください。施設

参加状況をお知らせします。
最新の会場については、大

等の写真を借用する場合には、大会公式ウェブサイト

会ウェブサイトに随時更新していますので、掲載希望

や専用アプリへの掲載について承諾を得てください。

の会場は、情報収集フォームを通じて会場の登録をお
願いいたします。

色分けは主な区分１つのみで表していますが、
県連盟によっては複数の区分に取り組まれて
いるところもあります。
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サテライト会場・ジャンボリーサマー等開催状況一覧
県連盟
北海道

ジャンボリーサマー会場

他県・ブロックの参加

県大会 真狩野営場（虻田郡真狩村）

青森

地区大会２か所、団・隊キャンプ２か所

岩手

県大会 岩手県立陸中海岸青少年の家（下閉伊郡山田町）

宮城

サテライト 国立花山青少年自然の家 南蔵王野営場（白石市）

秋田

県大会 秋田県立中央公園ファミリーキャンプ場、団・隊キャンプ１か所

山形

県大会 新庄市山屋セミナーハウス・村山市農村文化保存伝承館

福島

県大会 ふくしま県民の森フォレストパークあだたら

茨城

サテライト 大和の森スカウトフィールド（高萩市）

栃木、兵庫から参加

栃木

地区大会２か所、団・隊キャンプ２か所

茨城サテライトに参加

埼玉

サテライト 秩父ミューズパーク
（秩父市・小鹿野町）
、団・隊キャンプ４か所

群馬から参加、代表スカウトキャンプ

千葉

県大会 荏原製作所富津工業用地・富津市社会総合体育館、運動場

群馬

神奈川

宮城サテライトに参加

埼玉サテライトに参加

サテライト 川崎市東扇島東公園他（川崎市）、団・隊キャンプ 46 か所

山梨

山梨、東京から参加
神奈川サテライトに参加

東京

中央 東京連盟日向野営場（千葉県山武市）

代表スカウトキャンプ

中央 大田ベース（平和島公園キャンプ場）/ 八王子ベース（ひよどり山キャンプ場）、
団・隊キャンプ 48 か所

神奈川サテライトに参加

新潟

県大会 新潟県妙高市池の平（妙高市）

富山

県大会 富山県呉羽青少年の家（富山市）、団・隊キャンプ 1 か所

石川

県大会 りふれっしゅ村鉢ケ崎（珠洲市）

福井

県大会 福井県立奥越高原青少年自然の家（大野市）

長野

県大会

岐阜

県大会 地区と団の各会場に分散して開催（地区３か所、団・隊キャンプ３か所）

静岡

県大会 三島市立箱根の里（三島市）

愛知

県大会 新城・吉川野営場（新城市）
、地区大会８か所、団・隊キャンプ７か所

三重

県大会 青山ハーモニーフォレスト（伊賀市）

滋賀

県大会 森林公園くつきの森（高島市）

京都

地区大会２か所、団・隊キャンプ７か所

兵庫

県大会 兵庫県立兎和野高原野外活動センター
県大会 ろくろしの森キャンプ場（宍粟市）
地区大会３か所、団・隊キャンプ 11 か所

奈良

県大会 県連盟はやまの森野営場

和歌山
大阪

茨城サテライトに参加

県大会 紀北青少年の家（伊都郡かつらぎ町）
地区大会３か所、団・隊キャンプ 36 か所

鳥取

岡山県大会に参加

島根

県大会 宍道湖公園

湖遊館（出雲市）

岡山

県大会 大佐山オートキャンプ場

広島

県大会 鷹の巣野営場（安芸高田市）

山口

地区大会３か所

徳島

県大会 まぜの丘キャンプ場（海部郡海陽町）

香川

県大会 一の宮公園キャンプ場（観音寺市）

愛媛

県大会 松山市野外活動センター（松山市）

高知

調整中

福岡

団・隊キャンプ 16 か所

佐賀

団・隊キャンプ 5 か所

熊本サテライト会場に参加

熊本

サテライト 熊本県立あしきた青少年の家（葦北郡）

九州各県から参加

大分

県大会 住吉浜・おおつる

鳥取から参加

長崎

宮崎

熊本サテライト会場に参加

鹿児島
沖縄
中央・サテライト・県大会会場

計 35 か所 / 地区大会会場

計 26 か所 / 団・隊キャンプ会場

計 188 か所

6 月 17 日現在のジャンボリーサマー登録状況と、登録の遅れている一部の県連盟の情報は 1 月末に提出のあった調査内容に基づき集
計しています。最新の会場情報は大会ウェブサイトをご参照ください。
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ジャンボリー大集会について
18NSJ ジャンボリー大集会 概要
1 テーマ

スカウトたちの笑顔の写真を募集し、集まった

「つながれ！ぼくらのジャンボリー！」
2 日

写真でモザイクアートを作製いたします。

時

応募された写真や作製したモザイクアートは

2022 年 8 月 7 日（日）17:00 ～ 18:45（予定）

ジャンボリー大集会中の演出に使用し、その後

3 参加方法

ウェブページやアプリを通じて公開する予定で

① YouTube 配信の視聴

す。たくさんのご応募をお待ちしております。

②ジャンボリースタジオ（大田区総合体育館）に来場

③
「SNS 投稿紹介」
（募集期間：７～８月上旬予定）


※申 込はジャンボリースタジオに来場する場合の

皆さまの活動の様子を、SNS のハッシュタグを

み必要となります。YouTube 配信の視聴には必

使って集め、ジャンボリー大集会中にご紹介します。

要ありません。

5 配 信タイムスケジュール概要

4 参加コンテンツ

ジャンボリースタジオに来場される方は、タイムス

今回のジャンボリー大集会は YouTube 配信が主

ケジュールと異なる内容となる場合がございます。

な視聴方法となりますが、
「観る」だけでなく「参加

詳細については、今後お知らせします申込要項等に

する」ことができるよう、次のような参加型コンテ

掲載しますので、そちらをご確認ください。

ンツを準備中です。

6 タイムスケジュール ( 予定 )

①
「投稿ジャンボリー！」
（募集期間：６～７月予定）


時

スカウトたちの特技（ダンス・歌など）を動画で

間

内

容

17:00

オープニングイベント

17:10

代表スカウト入場等

17:30

ジャンボリーサマー会場との中継等

票の多かった動画はジャンボリー大集会でも投

18:15

クロージングイベント

影予定ですので、たくさんのご応募をお待ちして

18:45

閉会

撮影し、投稿していただきます。投稿された動画
に対して投票を行い、優秀動画を決定します。投

おります。

※このスケジュールは現在の予定であり、今後変更す

②
「スマイルアートプロジェクト」
（募集期間：６～

る可能性があります。

７月予定）
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18NSJのテーマソングは、
「ボーイスカウト 〜いま 高き峰へ〜」
今回のジャンボリーのテーマソングは、日本連盟創

この「ボーイスカウト 〜いま 高き峰へ〜」は、ジャ

立 100 周年記念ソングの「ボーイスカウト 〜いま 高

ンボリー公式アプリで再生することができます（スカ

き峰へ〜」
です。
昨年秋の
「スカウトの歌」
プロジェクト

ウトの合唱、ピアノ伴奏など）。また、日本連盟ウェブサ

で全国のスカウトから集められた
「ことば」
をもとに歌

イトの「スカウトの歌」プロジェクトページでその合唱

詞が編纂されているので、私たちになじみのあること

動画や歌詞カード、楽譜なども見られる他、PR ツール

ばがたくさん散りばめられているほか、これまでのス

ダウンロードセンターからダウンロードして利用する

カウトソングとは一線を画したアップテンポな曲調が

ことも可能です。
分散開催の会場をつなぐのは、私たちみんなの歌声

特徴です。
また、
音程も今の小中学生が歌える範囲で曲

です。ぜひ、みんなで高らかに歌い上げましょう !!

が作られています。
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ジャンボリーオフィシャルグッズ最終ラインナップ登場 !!
オフィシャルグッズは、各県連盟および ONLINE

大会を彩るオフィシャルグッズ、
いよいよ、
最終発売
分の商品も登場。
すべてのラインナップが出揃います。

SCOUT SHOP で、
ご購入ただける他、
下記の新商品は

この機会にオフィシャルグッズで、ジャンボリー

7 月下旬から販売開始です。
ぜひ、
お買い求めください。

気分を先取りはもちろん、スカウトとして参加でき
る「最初で最後のジャンボリー」の証となるかも！？

ONLINE SCOUT SHOP
https://www.scoutshop.jp/

一生の思い出となる品を探しましょう !!

Ｔシャツ NATURAL

Ｔシャツ RED

サイズ：S-XXXL

サイズ：S-XXXL

S-XL ¥1,650 、XXL,XXXL ¥1,870

S-XL ¥1,650、XXL,XXXL ¥1,870

ネッカチーフ

サコッシュバック

ステッカー

サイズ：短辺 75cm

サイズ：30×23cm 持ち手約 105cm

サイズ：200×80mm

￥1,210

￥1,320

サテライト・中央会場

ワッペンセット

￥220

サテライト・中央会場

サイズ：92×80mm

ピンバッジセット

サイズ：最大 20mm

￥2,090

￥1,650

※画像はイメージです。

今後の情報
インフォメーション第5号

第5号予定記事

インフォメーション第５号は７月中旬に発行する予

プログラム最新情報、全国の会場、ジャンボリー大集

定です。
・ 発

会、代表スカウトキャンプなど

行
〒 167-0022 東京都杉並区下井草 4-4-3 TEL 03-6913-6262 FAX 03-6913-6263
E-mail 18nsj@scout.or.jp ホームページ https://www.scout.or.jp/
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