
参加人員と会場

7月７日現在、都道府県連盟を通じて登録された
ジャンボリーサマーの人員と会場は次のとおりとなり
ました。

参加人員：約14,000人
会　　場：合計290会場

	 ①中央・サテライト会場	 ６県連盟	 ７会場
	 ②県大会会場	 24県連盟	 26会場
	 ③地区大会会場	 8県連盟	 25会場
	 ④団・隊キャンプ	 13県連盟	232会場
全国で分散開催となるジャンボリーサマーの期間も
さまざまで、夏休み開始直後から終わる直前までの約
40日間途切れることなく、全国のどこかでジャンボ
リーサマーが展開されます。

全国で最初に始まる会場
7月20日（水）～25日（月）

全国で最後に終わる会場
8月25日（木）～28日（日）

全国で一番長い期間の会場
8月5日（金）～15日（月）10泊11日間

また、同じキャンプ場や青少年施設で、同時期また
は時期をずらして、異なる団や県連盟等から登録され

ている会場もあります。会場に行くと違うグループが
ジャンボリーサマーを実施していることがあるかもし
れません。

会場の登録について

近くでジャンボリーサマーが実施されていないか、
自分たちと同じ期間にどこでジャンボリーサマーが実
施されているかなどを大会ウェブサイトの会場一覧か
ら探すことができます。
全国のジャンボリーサマー会場を随時更新していま
すので、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。
https://forms.gle/AeCV5shMWb5c6fN58

また、会場を紹介する画像がありま
したら18nsj@scout.or.jpまで添付
送信等でお送りください。添付する画
像ファイルの名称を県名・会場名・内
容（例：茨城・高萩ＳＦ・アリーナ風景）で記載してくだ
さい。施設等の写真を借用する場合には、大会公式ウェ
ブサイトや専用アプリへの掲載について承諾を得てく
ださい。

ジャンボリー
インフォメーション
とは?

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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ジャンボリーサマー登録状況

テーマ　「	 ～自分のｆを探せ～」
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。

会　場　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。
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企業協賛プログラム

今回の大会では、企業からの協力によりオンライン
で参加できるプログラムを用意しています。キャンプ
期間に入る前に、隊や班でぜひ取り組んでみてくださ
い。オンラインなので全国どこからでも参加すること
が可能です。
企業提供プログラムの一部をご紹介します。
ネットセキュリティの企業であるパロアルトネット
ワークスの協力により、ネットを利用するうえで気を
付けるべきポイントなどを動画形式のマンガで学ぶこ
とができます。菓子メーカーである明治からは、栄養素
などを学ぶことができる食育プログラムをご提供いた
だきます。
また、健康飲料メーカーであるヤクルトからは、腸の
健康について学ぶことができるコンテンツを、グルー
プウェアを手掛けるサイボウズからはネットを使って
全国で盛り上がることができる内容をそれぞれご提供
いただく予定です。
詳細は大会公式ウェブサイトでご案内していきます
ので、定期的にチェックしてみてください。
※	上記の内容について予告なく変更になる場合があり
ます。

信仰奨励プログラム

これまでのジャンボリーと同様に宗教章の授与基準
のある教宗派の協力を得て、オンラインによる信仰奨
励プログラムを提供していきます。既に一部の教宗派
の公開を始め、順次作業しています。
大会スマートフォンアプリを通じて、大会ウェブサ
イトに掲載する各教宗派の概要（沿革や教えなど）、宗
教儀礼の次第、宗教章の授与基準や取得のための情報
を閲覧することができます。

【協力教宗派】
• 神道
神社本庁
• 仏教
天台宗、浄土真宗本願寺派、高野山真言宗、浄土宗、
立正佼成会、曹洞宗
• キリスト教
日本基督教団
• 天理教

SDGsプログラム

日本連盟創立100周年を機に、世界的な環境課題
の一つである海洋問題に取り組む新たな「スカウトの
日」のテーマを設定し、「プラごみバスターズ大作戦」と
して全国一斉のプログラム展開を進めていきます。
全国各地のスカウトが自ら行動し、全国規模で放棄
されているプラスチック「はぐれプラごみ」の調査・回
収とプラスチックの資源循環を体験していきます。
各活動場所での結果を、ごみ拾いSNS「ピリカ」に投
稿すると、ボーイスカウト全体で拾ったごみの数と参
加人数がリアルタイムで集計されます。
18NSJでの活動にはハッシュタグ（＃18NSJ）を
つけて投稿すると、全国の18NSJ参加者の活動結果
を見ることができます。
「プラごみバスターズ大作戦」の詳細や、「ピリカ」の使
い方については、専用ウェブサイトを参照してくださ
い。
https://plagomi.scout.or.jp/

プログラム最新情報
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ジャンボリー大集会に登場する『笑顔の写真』 
の募集～スマイルアートプロジェクト～

ジャンボリー大集会部では、スカウトの皆さんからス
カウト活動中の笑顔の写真を募集し、ジャンボリー大集
会の演出として登場していただく予定です。ただ笑顔
の写真をジャンボリースタジオに設けられたスクリー
ンや動画配信映像の中で映すだけでなく、右の例にあ
るように提供いただいた写真を用いてモザイクアート
を作成し、演出の中で活用する予定です。全国がさまざ
まな形で一つに集う「ジャンボリー大集会」に参画する
ためのプログラムとして、ぜひともご周知いただきご協
力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

【募集要項】
内　　容：	笑顔の写真（集合写真、個人写真問わず。

チーフは着用必須でお願いいたします）
応募資格：BVS、CS、BS、VS、RS（同年代指導者含む）
応募方法：	専用フォームにて必要事項を記入の上お写

真をお送りください。応募にはGoogleア
カウントが必要です。

https://forms.gle/34vXkdc5sE3WC1ix9

募集締切：2022年7月22日（金）
注意事項：
•	 応募フォームへの記載について、できる限り撮影者
本人が行ってください（隊活動として取り組んだ場
合などは、指導者が取りまとめて記載しても構いま
せん）。

•	 応募フォームの記載漏れなど内容に不備がないか
確認してからお送りください。

•	 応募作品に肖像権を有する人物および建築物など
が写っている場合は、応募に際し、権利者（未成年
の場合はその保護者）の了承を得てください。

•	 応募作品は返却しません。
•	 応募作品は、次の写真例のようにモザイクアートに
も使用させていただき、その著作権はボーイスカウ
ト日本連盟に帰属するものとします。

•	 ご応募いただいた写真の応募者ご本人様と被写体
となる第三者間でのトラブルが発生した場合、第三
者からの意義申し立て等に関し、主催者は当該紛争
に関知せず、応募者ご本人様が解決するものとしま
す。また、その場合において何らかの損害が生じた
場合、主催者は一切の責任を負いかねます。	

「投稿ジャンボリー！」（募集期間：～ 7月15日（金））

スカウトたちの特技（ダンス・歌など）を動画で撮影
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、優勝動画を決定します。投票の多かった動画
はジャンボリー大集会でも投影予定ですので、たくさ
んのご応募をお待ちしております。

【募集要項】
内　　容：	ダンスや空手などスカウトの特技を活かし

た動画
時　　間：3分程度
応募資格：	18NSJに参加申し込みをしたボーイスカ

ウトおよびベンチャースカウト（個人もし
くはチーム問わず）

応募方法：	各自のYouTubeチャンネルに応募動画を
アップロードし、専用フォームにて必要事
項を記入の上URLをお送りください

募集締切：7月15日（金）
審　　査：動画のいいね数で審査
結果発表：	最優秀動画はジャンボリー大集会の時間内

にて発表
注意事項：	YouTubeに動画をアップロードするため、

一般の方にも見られる可能性があります。
投稿する内容には十分ご注意ください。

備　　考：
個人で応募する場合、責任者は所属隊の隊長となり
ます。チームで応募する場合、出演スカウト全員が
必ず所属隊長の承認を得て、かつ責任者を所属隊長
のいずれか1人に決めてください。

投稿ジャンボリーパフォーマンス動画応募フォーム
https://forms.gle/6XGongbrUTns6B15A

ジャンボリー大集会について

笑顔の写真例 モザイクアート完成イメージ
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各地からの意気込み

前号でお知らせしたとおり、サテライト会場や県大
会の他にも、地区や団・隊によるキャンプが登録され、
全国各地で290か所が登録され、約1万4千人の参

加者がキャンプする見込みです。
第4号では、第2号で紹介したサテライト会場のう
ち、3会場からの直前情報をお知らせします。

高萩スカウトフィールドサテライト会場
設置県連盟：茨城県連盟
会　　　場：	「大和の森」高萩スカウトフィールド	

（茨城県高萩市）
期　　　間：	8月5日（金）～10日（水）	

（5泊6日間）
高萩スカウトフィールドサテライト会場では、
すでに確定申し込みが完了しており、栃木県連盟
より40人、兵庫連盟より19人の参加者があり、
運営スタッフを含め総勢380人程度の規模にな
りそうです。
共通プログラムであるジャンボリー日本一プログラム、信仰奨励、SDGsプログラムをはじめ、会場内でのサ
テライトプログラム、会場外でのエキスカーションプログラムやフリータイムプログラムなどが行われます。
サテライトプログラムには、「ツール・ド・タカハギ」、「誰がロビンフッドになれるか」、「トムソーヤー・アドベ
ンチャー」などが、エキスカーションプログラムには百里基地見学や袋田トレイル、すき絵体験、ツリークライ
ミングが実施されます。またフリータイムプログラムには土岳登山や竪破山（たつわれざん）トレッキングがあ
ります。
7月2日には、会場となる高萩スカウトフィールドにて引率指導者会議が開催され、参加の手引きやプログ
ラムガイドの説明などが行われました。

埼玉サテライト会場
設置県連盟：埼玉県連盟
会　　　場：	秩父ミューズパーク	

（埼玉県秩父市・小鹿野町）
期　　　間：	8月4日（木）～9日（火）	

（5泊6日間）
埼玉サテライト会場では、スカウト・指導者・ス
タッフ合わせて約1,200人の参加を予定してお
り、埼玉県連盟以外からの参加は、群馬県連盟から
5こ隊、東京連盟から1こ隊の約200人となって
います。
また、会場となる秩父ミューズパークは、代表ス
カウトキャンプの野営地にもなっており、サテライト参加者との交流も期待されます。
埼玉サテライト参加各隊では、訓練キャンプや班での事前の準備活動を実施し、コロナ禍の影響により低下し

ていると思われる、スカウトの経験値、野営技能、体力面などの回復・向上に励むとともに、ジャンボリー日本一プ
ログラムの練習やSDGsプログラム、隊や班で独自に実施するプログラムの計画・準備に取り組んでいます！

事前準備訓練風景
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また、大会本部側では、秩父ならではのラフティングやカヤック、武甲山登山やジオサイト探検といった活動
プログラムの計画や、献立も秩父名物・埼玉名産のメニューを取り入れるなど、本番に向けて着々と準備を進め
ています！

式典会場（野外ステージ） ジャンボリー大集会中継会場（音楽堂ホール）

神奈川サテライト会場～（FAN-tastic Island）の物語がはじまる～
設置県連盟：神奈川連盟
会　　　場：川崎市東扇島東公園他（神奈川県川崎市）	
期　　　間：8月5日（金）～10	日（水）（5泊6日間）
サテライトテーマ：つなげ！情熱島（FAN-tastic	Island）
スカウトたちはFAN-tastic	Islandに集まった
4つの船団（グループ）に属して、広大な島の中で	f	
から始まる言葉（FAN	WORD）を探すストーリー
にてすべてのプログラムを展開します。
FAN-tastic	 Islandにはこの島から見える「夏
の大三角」の星座になぞらえて、デネブ、ベガ、アル
タイルと名付けられた3つのエリアがあります。
デネブはこの島にたどり着いた船団の寄港地
であり、野営生活の拠点となる「東扇島東公園」で
す。ベガは島を見渡せる一番高い建物である「川崎
マリエン」です。そしてアルタイルはシャワーを浴
びる憩いの場「かわQホール＆富士通スタジアム」です。デネブにはプライベートビーチもあり、いかだ作成や
SUP体験、川崎港クルーズなどのアクティビティを楽しむことができます。その他にもドローン操縦体験や近
隣の社会科見学など30以上のサテライトプログラムを用意しています。
18NSJ最大級の会場「FAN-tastic	Island」でスカウトの皆さんをお待ちしています！
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代表スカウトキャンプ

100周年を記念する第18回日本スカウトジャン
ボリーの県連盟代表が集まる代表スカウトキャンプを
日向会場（東京連盟日向野営場）と秩父会場（埼玉・秩父
ミューズパーク）で実施します。
県連盟を通じて推薦のあった参加者は、それぞれの
会場に次の通り分かれて参加します。

東京連盟日向野営場
14県連盟スカウト27人＋指導者7人

埼玉・秩父ミューズパーク
14県連盟スカウト24人＋指導者8人

合計
28県連盟スカウト51人＋指導者15人
日向会場では、代表スカウトキャンプのために準備
した専用のプログラムを体験します。共通プログラム
であるジャンボリー日本一プログラムの他、場内では
野外工作、パイオニアリング、ワイドゲーム、野外炊事
などスカウト技能を活用したプログラムを、また、周辺

をハイキングする場外プログラムを計画しています。
秩父会場では、ジャンボリー日本一プログラム、パイ
オニアリング、計測、野営工作のスキルアッププログラ
ムや、埼玉サテライト会場のプログラムも取り入れな
がら展開していきます。
また、参加者はジャンボリー大集会にも参加し、期間
中の経験を各地に持ち帰ります。

【代表スカウトキャンプ日程】
8月4日（木）大田区青少年交流センターに集合
8月5日（金）各会場へ移動、設営
8月6日（木）プログラム
8月7日（日）ジャンボリー大集会に参加
8月8日（月）プログラム
8月9日（火）撤営、各会場から交流センターへ移動
8月10日（水）参加者解散

秩父会場（芝生広場）

日向会場（中央広場）
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ジャンボリーの“記憶”を“記録”に　ー全国の会場で、公式記録の撮影を行います!!

公式「撮影スタッフ」による記録写真/映像の撮影を実施！

各地のジャンボリーサマー2022会場、サテライト
会場、中央会場において、公式撮影スタッフによる活動
風景を撮影します。普段のキャンプ生活の様子や、ジャ
ンボリー日本一プログラムなど全国共通プログラムへ
の挑戦の様子など、さまざまなシーンの撮影を予定し
ています。「全国290か所の会場での分散開催」とい
う特徴をいかして、地域色あふれる活動の様子を撮影
していきたいと考えています。
これらの写真/映像は、大会公式ウェブサイトや公
式アプリの他、機関誌「スカウティング」に掲載するな
ど、18NSJの公式記録として活用していきます。
公式撮影スタッフは、取材の際にはIDカードを着用して

撮影しますので、みなさんぜひ、撮影にご協力ください！

公式「撮影スタッフ」・「報道対応スタッフ」募集中！

今回の「分散型」開催のジャンボリーにおいて、この
後に続くスカウトに「コロナ禍の中で工夫して開催し
た18NSJはこういう大会だった」という記録を伝え
るためには、開催される各地の会場での記録写真の収
集が不可欠です。各地の写真を撮影・提供していただく
「撮影スタッフ」を募集しています！！
現在、すでに34の県連盟から合計114人の申し込
みが届いています（7月7日現在）。
この「撮影スタッフ」は、指導者や大会運営スタッフ
などさまざまな業務の合間に、みなさんのスマホなど
による撮影でも参加できる取り組みです。ご登録いた
だいた方には、撮影時に身に着けていただく専用のID
カードをお送りします。登録はまだ間に合いますので、
ぜひ、ご登録ください。詳しくは、18NSJ公式ウェブ
サイト/公式アプリに掲載されている「撮影スタッフ
登録について」を参照してください。

みなさんが撮影するスカウトの笑顔が、18NSJの
歴史として残ります！！
	 そして、「報道対応スタッフ」も募集中です。分散型で
開催するジャンボリーだからこそ、地元のメディア/
自治体などにしっかりと理解いただくことが重要です。
そのために必要な「報道発表資料」のひな形や、メディ
ア等の取材を受ける際の手引などを提供します。今回
のジャンボリーだけでなく、今後も活用できる資料に
なるでしょう。
「100周年」の「ジャンボリー」が「地元」で開催されて、
それが「インターネットを活用して全国のスカウト同士
でつながる」というのは、絶好の広報チャンスです。み
なさん、ぜひ、ご登録ください。詳しくは、18NSJ公
式ウェブサイト/公式アプリに掲載されている「報道対
応スタッフ登録について」を参照してください。
撮影スタッフ/報道対応スタッフともに、各県連盟
ごとの上限人数はございません。ぜひとも多くの方の
登録をお待ちしております！！

※撮影した写真/映像の活用について
この18NSJは分散型の開催であるため、基本実施要
項に示している通り「全国各地の活動状況についても広
く社会に発信していく」ことを基本としています。
大会期間中に記録用として撮影し、実行委員会に送付さ

れた写真/映像の著作権はすべて公益財団法人ボーイス
カウト日本連盟に帰属することになり、それらは大会公式
ウェブサイトや公式アプリ、記録映像や報告書など大会の
記録に使用する他、日本連盟公式SNSや機関誌「スカウ
ティング」、各種パンフレットなどボーイスカウト運動の普
及・振興のために使用することがあります。
「撮影スタッフ」は、撮影の際にはIDカードを着用し、そ
の写真がウェブサイトなどで広報に用いられることを説
明します。また、写真/映像の使用に際しては、できる限り、
個人が特定できないように配慮いたします。
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ジャンボリーサマー以外でも、夏休み期間には全国
でさまざまな野外活動が行われる予定です。コロナ禍
の影響でキャンプ等野外活動の自粛が約2年にわた
り続いた反動で、例年より活動の機会も増えることと
思います。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症は未だ収
束を迎えるに至りません。また、記録的短期間となった
梅雨、6月下旬から酷暑が始まり、例年よりも長く暑い
日が続くと言われています。
日本連盟では「2022年度夏季の諸活動に向けて」
の注意喚起を行いました。ジャンボリーサマー開始前

参加章（ワッペン）は、県連盟を通じてジャンボリー
サマー参加者へ配付します。予め制服の右ポケット中
央部につけて参加しましょう。
参加章を制服へ縫い付ける際には、天地の向きを間
違わないよう、スカウトへご指導ください。

に参照のうえ、今一度熱中症対策の徹底や夏季特有の
安全対策について確認してください。

【夏季特有の安全対策】
•	熱中症対策の徹底
•	水辺活動の安全対策
•	登山・ハイキングでの安全対策
•	危険な動植物への対応
•	食中毒対策
•	天候チェック
詳しくは、日本連盟ウェブサイトに掲載しました

「2022年度夏季の諸活動に向けて」を参照してください。

夏季の諸活動に向けて

参加章の着用について

インフォメーションの発行は、今回が最後となります。今後の情報については、大会ウェブサイトやアプリ等で発
信していきます。

大会スポンサーが決定しました！

今後の情報

スカウト略称が垂直 
文字が斜め

正

スカウト略称が斜め 
文字が水平

誤

[オフィシャルサプライヤー ]
アイコム株式会社、株式会社フルノシステムズ、株式会社ヨコイ、ローランド株式会社

[ゴールドスポンサー ]
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