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社会に貢献できる人間力を備えた人材育成
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企画編集／組織拡充・広報委員会

世界スカウトジャンボリー

2019 年夏、アメリカ合衆国ウエスト・バージニア州マウ

に関西国際空港を出発し、各隊がそれぞれの経由地（第 20

ント・ホープサミット・ベクテル保護区で「新世界の扉を

隊：シアトル、第 23 隊：ロサンゼルス）を経て会場のサミッ

開こう（Unlock a New World ）」をテーマに第 24 回世界

ト・ベクテルを目指し、７月 22 日から８月２日までのジャ

スカウトジャンボリーが開催されました。

ンボリーに参加しました。

世 界 152 カ 国 か ら 45000 人 以 上 が 参 加 し、 日 本 か ら は

会場退場時に主催者側が提供するシャトルバスの運行の

1200 人余りのスカウト、指導者が参加しました。滋賀連

都合で第 23 隊のスカウトたちが閉会式に参加できなかった

盟からは日本派遣団の一員としてベンチャースカウト５名

ことが残念でした。
（日本派遣団では 28 の参加隊のうち 14

（勝山由輝、吉田陽、平岡拓真、渡邊成真、宮崎桂汰）IST
（international service team）１名（竹腰毬乃）、成人指導者

の参加隊が閉会式に参加できませんでした。
）
日本の大会運営では考えにくいことですが、世界レベル

５名（副派遣団長：嶋田寛、派遣団本部員：峙信治、伴忠信、

の大会や他国のナショナルジャンボリーでは予定した計画

第 20 隊隊長：山本哲、第 23 隊副長：森賢）が参加しました。

どおりに行かないことも多々あります。今回の状況もスカ

滋賀連盟から多くのスカウトの参加を期待していたので

ウトにとってはよい経験になったのではないかと思います。

すが、残念ながら参加スカウトが少なかったため、他の県

ジャンボリー終了後、第 20 隊はシアトルを、第 23 隊は

連盟との混成で参加することになりました。大津第 12 団の

ロサンゼルスをそれぞれ社会見学して８月５日に帰国しま

勝山君と吉田君の２名が京都連盟、滋賀連盟の混成隊であ

した。参加したスカウトや IST は盛りだくさんのプログラ

る第 20 隊に、大津第 21 団の平岡君、渡邊君と草津第 17 団

ムや外国スカウトとの生の国際交流を体験し、それぞれ大

の宮崎君の３名が奈良県連盟、和歌山連盟、滋賀連盟の混

きな成果を持ち帰りました。

成隊である第 23 隊にそれぞれ配属されました。

スカウトとして世界スカウトジャンボリーに参加する機

各隊での事前訓練を春休みから６月頃にかけて実施し、

会は一度しかありません。次回は 2023 年８月に韓国・セマン

７月 19 日に日本派遣団 D 分団の一員として大阪府立青少

グムで「Draw your Dream」をテーマに開催されますので滋

年海洋センターに集合し準備訓練、結団式を行ない、21 日

賀連盟からも多くのスカウトが参加することを期待します。

第24回

世界スカウトジャンボリー

事業名称：第 24 回世界スカウトジャンボリー派遣（24WSJ：24th World Scout Jamboree）
テ ー マ：
「新世界の扉を開こう」
（Unlock a New World）
派遣期間：2019年7月21日
（日）
～8月5日
（月）16 日間（参加隊）
2019年7月19日
（金）
～8月6日
（月）19 日間（ I ST）
派 遣 先：アメリカ合衆国ウェストバージニア州サミット・ベクテル保護区
派遣人員：スカウト約900人、
参加隊指導者100人
（25隊・1000人）
（予定）
派遣団体部員30人以内、
国際サービスチーム40人、
合計1070人
対

派遣人員・参加隊数は、地域性
を考慮した隊編成を進めること
で調整される

象：大会参加スカウト／ボーイスカウトおよびベンチャースカウト（諸条件あり）
参加隊指導者／開催時に満20歳以上の成人指導者
国際サービスチーム員（ I ST）、派遣団体本部／開催時満18歳以上のベンチャースカウト、ローバースカウト、指導者

湖南地区

― 活動報告 ―

湖南地区では毎年お馴染みになった「迷探検コナン」を今年
も開催しました。
毎年、少しずつ内容を変化させスカウト達の笑顔を思い浮か
べながらプログラムを作成しています。
また、毎回「迷探検コナン」では事前に公募したオリジナル
ゴム印を作成！そのスタンプを木のキーホルダーに押してから
各ブースを回ります。 プログラムは、各グループに分かれスタ
ンプラリー形式でスタートしていきます。
「蜘蛛の巣」に頭を捻り、
「クライミングボード」を体験、
「丸
太の橋」を冒険し、「モンキーブリッジ」や「スラックライン」
にもチャレンジ。スラックラインではボーイスカウトやベン
チャースカウト隊員の支援を受け、
「ロケットを飛ばそう」では、
どうすれば遠くへ飛ばせるか、目を輝かせながら一生懸命に考
えて何回もトライし、時間が過ぎるのを忘れて“楽しい時間”
を過ごす。各ブースを回り終えたスカウト達は、閉会式のあと
名残惜しそうに会場を後にしました。
次回もスタッフ一同、新たなプログラムを用意してスカウト
の挑戦を待っています。
（^ ^ V

湖西地区

― 活動報告 ―

― 大津の街を巡りながら歴史を学ぶ
「カブラリー」を実施しました！ ―
テーマ

歴史ある大津のカブスカウト集まれ！

サブ
テーマ

知らない大津を調べて、知ってみよう。

サプライズゲスト
日本連盟主催の交換留学で来日中の VS スカウト
Keira Johnston さんです。

令和元年 12 月 1 日（日）晴天の中、大津市のカブスカウト
62 名浜大津に集合。スカウトは組で協力し、歴史的な大津の
街をラリーポイントごとのお題を、地図を片手にクリアしなが
ら、大津の歴史を学び散策し、ゴールを目指しました。その後、
NHK と共同募金会が共催する「NHK 歳末たすけあい」の街頭
募金活動を西武大津店前で行いました。当日は、ボーイスカウ
ト以外にも日本赤十字社滋賀県支部の方々と、募金のご協力を
呼び掛けました。

湖東地区

― 活動報告 ―

令和元年６月９日（日）に近江風土記の丘（近江八幡市安土町）
にて第４回湖東地区ビーバー大会を開催しました。参加者はス
カウトが 14 名、指導者が 10 名、家族が 25 名の合計 49 名でした。
内容は大きなパズルにロープで作製した遊具、的あてや手裏剣
作りなどで、ほかの団のビーバーさんとチームになってキャタ
ピラリレーなどチーム戦も楽しみました。どの遊びもリーダー
たちの手作りで、既成の物とは一味違うスリルや楽しみがあり
ました。どのスカウトたちも「これはここにつかまったら行け

した。「カブリンピック」は地区内のカブの活動を一層盛り上

そう！」
「弓はこうやって引くの ?」等いろいろ訪ねたり工夫し

げるために、地域への PR も意識しながら、湖東地区の各団持

たりしながら挑戦していました。また心配されていた雨も、活

ち回りで開催しています。これは単なるイベントではなく、年

動終了まで待っていてくれて、最後まで楽しく活動することが

間プロでの「隊集会」と位置付けて、それに向けた組集会も事

できました。

前に企画・展開されます。計測、追跡、ロープワークなど進歩
課目と関連付け、スカウトは地図を片手に楽しくミッションを
クリアしていきます。
「来年はどこ？」と楽しみに待つスカウ
トも。令和２年は６月６日（土）に 13 回目を予定しています。

令和元年９月 29 日（日）には千鳥が丘公園（彦根市芹川町）
で第 12 回湖東地区カブリンピックを開催しました。参加者は
スカウトが 32 人、指導者が 19 人、家族が 8 人の合計 59 人で

日本ボーイスカウト滋賀連盟

スカウト用品部からのお知らせ
Product

Product

1

2

信楽焼

「ふくろう」チーフリング

数量限定で
発売しています

書籍

スカウトキャンプ Q＆A

NHK の朝ドラ「スカーレット」で大人気の信楽焼

指導者のためのスカウトキャンプハンドブック

の製品です。数量限定のレアものです。

滋賀連盟創立 70 周年記念出版

Hooty Hoo ！

A5 判 196 ページ

2020 年 3 月 31 日

600円（内税）

800円（内税）

▶ご購入は QR からか滋賀連盟ホームページ
からエントリーください。
AMAZON 利用者は滋賀連盟 HP 内バナーからアクセスお願い致します。
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ボーイスカウトの
楽しさを広めよう

SHODOU

指導者への一歩

プロジェクトテーマ

世界スカウト機構（WOSM）は、これまで一世紀以上にわたり、

綾香

竹腰

毬乃

山口

大希

一丸となって達成すべき目標で構成さ

「Creating a Better World（より良き世界をつくる）」の実現の

れているのが特徴です。日本において

ため、さまざまな問題に対してサポートを行ってきました。そ

も、国として積極的に取り組んでいく

して、現在は国際社会共通の目標である「持続可能な開発目標

ものとしており、多くの企業や団体だ

（Sustainable Development Goals: SDGs）」についての取り組み

けでなく、個人としても取り組みが始

を進めています。

まっています。

■持続可能な開発目標（SDGs）

■以下の視点を持ちながら、スカウト活動を通して SDGs につ

持続可能な開発目標（SDGs）は、2001 年に策定されたミレ

いて考え、行動していきませんか。

ニアム開発目標（MDGs）の後継として 2015 年 9 月の国連サミッ
トで採択され、
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に
記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標であり、「17 の
目標」と「169 のターゲット」で構成されています。
SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバー
サル（普遍的）なものであり、地球上の誰一人として取り残さ
ない（leave no one behind）ことを目指し、先進国と途上国が

私たちも

・スカウトは、身の回りの地域社会に対して目を向ける。
・スカウトは、国際社会を体感し、地球上で起きている問
題や課題を知る。
・スカウトは、自分ごととして考えつつ、仲間と相談する。
・スカウトは、自分にできることを考え、行動する。

日本ボーイスカウト滋賀連盟 を応援しています！

滋賀県・滋賀トヨペット㈱・美しい湖国をつくる会・滋賀銀行・日吉大社・関西みらい銀行・建部大社・
東洋ネーム工業・延暦寺・近江トラベル㈱・天台スカウト連合協議会・やきとりの名門「秋吉」大津店・
Ｒゼミ／五感教育・五栄㈱・居酒屋「桜秀」（おうしゅう）・居酒屋「集」（つどい）・炙り酒屋「花火」・
居酒屋「しちふく」・サカモト整体オフィス・株式会社ケイセイ社

（敬称略、順不同）

いつも、日本ボーイスカウト滋賀連盟の運営にご協力いただきありがとうございます

