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第２５回世界スカウトジャンボリー（２５ＷＳＪ）公式大会情報（ブリテン） 

#DrawYourJamboree（あなたのジャンボリーを描こう）第１号にようこそ 
 
 

2023年8月1日から12日まで、カレンダーに印をつけ

てください。世界中のスカウトが韓国のJeollabuk-

do（全羅北道）にあるSaeManGeum（セマングム）に

集まり、第25回世界スカウトジャンボリーが開催さ

れます。 

今後3年間、「#DrawYourJamboree」と題して、各国

スカウト連盟（NSO）とその派遣団に、第25回世界

スカウトジャンボリーの準備のための情報を提供

するブリテンを発行する予定です。 

私たちのジャンボリーは、世界のあらゆる場所から

の筆遣いがなければ完成しません。そのために皆

さんは、私たちとともに「#DrawYourJamboree」に加

わってください。なお、「#DrawYourJamboree」は、

世界スカウト事務局がすべてのNSOに配布してい

る「ScoutPak」で配信されます。 
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第２５回世界スカウトジャンボリーに 

ようこそ 

 

韓国から世界中のスカウトを暖かく歓迎します。 

第25回世界スカウトジャンボリーは、韓国のスカウト運

動の活性化に貢献する世界的なイベントを開催すると

同時に、韓国スカウト連盟の100周年を記念し、韓国の

スカウト運動の次の100年に向けた準備を行うことを目

的に2011年から準備を開始しました。 

第25回世界スカウトジャンボリーは、韓国でスカウト運

動が始まってから100年、そして第17回世界スカウトジャ

ンボリーが1991年に江原道高城郡雪岳山で開催されて

から32年後に行われる素晴らしい経験になるでしょう。 

第25回世界スカウトジャンボリーでは、世界中の若者が

スカウトの友情を育み、世界平和、団結、持続可能性の

夢を実現できるよう、「4S+ACT」のコンセプトに基づいた

様々な教育プログラムを用意しています。 

*4S: Scouting for Life(人生のためのスカウティング), Smart & Scientific(スマートと

科学), Safe & Secured(安全と安心), Sustainability(持続可能性) 

*ACT: Adventure(冒険), Culture(文化), Tradition(伝統) 

ジャンボリーのテーマは「Draw your Dream!」で、若者の

アイデアや意見を受け入れ、ジャンボリーの夢を実現す

る機会を作ろうという気持ちを表しています。 

このジャンボリーをあなたのものにするために、あなた

のアイデアや夢を私たちと共有してください。 

 

 

 
ジャンボリーまでの1000日を 

カウントダウンする韓国のスカウト運動 

第25回世界スカウトジャンボリーの夢が始まりました。 

11月4日、韓国スカウト連盟とジャンボリー組織委員会

は、セマングムのジャンボリー会場で安全祈願祭を開催

し、イベントの準備状況を紹介するとともに、第25回世界

スカウトジャンボリーまでの1,000日のカウントダウンを

開始しました。 

ジャンボリーの公式YouTubeチャンネルで見ることができるこの

オンラインイベントでは、地元のK-POPバンドによるダンスパフォ

ーマンス、世界中のスカウトからのビデオメッセージ、国内外の

要人によるスピーチなどが行われました。 

 
▶ Dream Seed Project 夢の種プロジェクト 
 

第25回世界スカウトジャンボリーでは、これから

2022年までの間、世界中のスカウトから素晴らし

いアイデアを募集し、新しいエキサイティングなプ

ログラムを展開します。 

スカウトのアイデアをもとに、ジャンボリーの夢を

実現するためのユニークなDream Seed Projectを

デザインします。 
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ジャンボリーの主要日程 

2023年8月1日（火）～8月12日（土） 

第25回世界スカウトジャンボリーは、参加者および各国派

遣団にとって、2023年8月1日(火)の到着から2023年8月12

日(土)の出発までが大会期間となります。 

参加者への食事の提供は、最初は8月1日の夕食、最後は

8月12日の朝食となります。 

 

 

ジャンボリーロゴ 

第25回世界スカウトジャンボリーのロゴは、世界中のス

カウトが韓国で一つのテントの下に集まり、ジャンボリー

の体験を楽しむことを象徴しています。このロゴは、韓国

の伝統的な瓦屋根（キワジブン）とテントの形をしており、

韓国で行われる楽しい祭りの精神を表現しています。ま

た、ジャンボリーはスカウト運動の世界スカウト機構

（WOSM）の公式行事であるため、世界スカウト章も描か

れています。 

 

 
 
 

 
 

ジャンボリーテーマ：Draw your Dream! 

（あなたの夢を描こう） 

"Draw your Dream!"（あなたの夢を描こう！）は、第25回

世界スカウトジャンボリーを自分たちのお祭りにしたい、

ジャンボリーを通して夢を膨らませてほしいというスカウ

ト運動のメンバーの願いを表しています。セマングムは

広々とした憩いの場となり、世界中の若いスカウトたち

がジャンボリーを通じて夢と希望を追求する機会となる

でしょう。 

WOSM のメンバーとして、NSO (国により国内の連盟) は、

世界スカウトブランドガイドで公開されているWOSMの一般

的なライセンス条件に従って、非営利目的で世界スカウト

行事のロゴを使用する権利があります。 

NSO 向けのデザインガイドラインはまもなく公開され、様々な許

容バージョン、最小使用サイズ、承認済みアプリケーションなど、

ロゴの承認された使用法が明記されます。 このドキュメントでは、

商用または非商用のライセンス契約についても詳しく説明されま

す。 

世界スカウト章は保護されたシンボルであるため、ライセンス制

限があります。 
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ジャンボリー会場の概要と気候 

第25回世界スカウトジャンボリーは、セマングムの全く

新しいサイトで開催されます。このキャンプ場は平らで、

一面に海を見下ろし、山の景色も楽しめるのが特徴です。

全羅北道の西海岸に位置する美しい辺山辺山国立公

園（辺山半島）に隣接しています。敷地面積は約8.8平方

キロメートルで、6.2km×1.7km（最長点基準）の広い土

地に広がっています。(北緯35'42 " 東経126'35 ") 

気温 

8月は例年、暑い日が続きます。過去5年間の平均気温は約

28.4℃、平均最高気温は約33℃、平均最低気温は約24.6℃でし

た。 

雲量 
平均雲量は8.7で、月内で大きな差はありません。 

雲量→ 晴れ(0-5)、曇り(6-8)、曇り(9-10) 

 

降水量 

過去5年間の記録によると、8月の降水量は同じで、降水

量は25mmです。8月上旬の降雨は、雷雨、小雨、適度な

雨が一般的です。 

相対湿度 

8月の相対湿度は通常64%から86%です。ジャンボリー会

場が、ビーチの近くであることは参考になります。 

空港情報 

仁川国際空港は、現地から300km離れており、シャトル

バスで約3時間かかります。交通手段、公式ゲートウェイ、

旅行の手配などの詳細は、次の大会情報でお知らせし

ます。 
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参加資格 

• スカウトと指導者の参加資格 

第25回世界スカウトジャンボリーに参加できる青少年

は、2005年7月22日から2009年7月31日の間に生まれ

た者です。指定された日に年齢が超えている場合は、

国際サービスチーム員、派遣団本部員、または隊指導

者として参加できる可能性があります。正確な年齢資

格は、世界スカウト委員会によって承認されています。 

ガールガイド・ガールスカウト世界連盟（WAGGGS）のメン

バーは、世界スカウト機構（WOSM）とWAGGGSの間で以下

のように合意された条件で、第25回世界スカウトジャンボリ

ーに参加することができます： 

• 各国スカウト・ガイド連盟（WOSMとWAGGGSの両方に加盟して

いる「SAGNO」と呼ばれる組織）の場合、世界スカウトジャンボリ

ーへの招待状は、WOSMに登録されている青少年と成人だけ

でなく、WAGGGSに登録されているメンバーにも送られます。 

• Youth 各国のガールガイド・ガールスカウト連盟の青少

年および大人（WAGGGSのみのメンバー）は、自国の

WOSM組織の同意を得て、大会に参加することができ

ます。この場合はそれぞれの国のスカウト派遣団の一

員となります。したがって、WAGGGSのみの派遣団は存

在しません。 

 

各国スカウト連盟（ホスト国連盟を除く）は、世界スカ

ウト委員会が合意した予想参加者数50,000人（参加

スカウト、隊指導者、ＩＳＴまたはスタッフ）の10％を超

えてはなりません。従って、1つの派遣団の最大人数

は5,000人となります。 

 

Contingent Management Team 

ジャンボリーの派遣団を組織し、運営するのは大変な業務

です。各国スカウト連盟は派遣団本部（CMT）を組織するこ

とをお勧めします。CMTは、派遣団長が率いる参加者をサ

ポートする成人指導者のチームです。各CMTは、ジャンボリ

ー会場に本部を置き、成人キャンプエリアでキャンプを行い

ます。CMTは、財務管理、海外旅行、青少年の世話、国際

的なスカウト活動などの知識と経験を持つリーダーのグル

ープとなります。また、CMTは次世代のリーダーのスキルア

ップにも最適な環境です。CMTメンバーの数は、派遣団の

参加スカウト数に応じて、以下の表のように制限されていま

す。 

 

 

参加スカウト数 派遣団本部員人数 

1-9  1人まで 

10-18  2人まで 

19-36 3人まで 

37-72 5人まで 

73-144 8人まで 

145-288 14人まで 

289-576 22人まで 

577-1,557 30人まで 

1,158-2,304 40人まで 

2,305人以上 韓国連盟と協議 

 
 
 

国際サービスチーム員（IST） 

第25回世界スカウトジャンボリーを成功させるためには、国

際サービスチーム員（IST）に約1万人のボランティアが必要

です。2005年7月31日以前に生まれた者がISTとして参加

することができます。 

- ISTは、英語および・またはフランス語でコミュニケーシ

ョンができること 

- ジャンボリーに必要な業務を行う準備ができていること 

 

- 各国スカウト連盟の派遣団の一員としてジャンボリ

ーに参加すること 
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ジャンボリー参加費 

ジャンボリー参加費は、3月の世界スカウト委員会で検

討・承認され、4月に各国スカウト連盟に通知される予定

です。 

 
ジャンボリープログラムのハイライト 

第25回世界スカウトジャンボリーは、若者たちが夢を実

現し、異文化の人々と友情を育み、イベント期間中に安

全で包括的かつ持続可能なプログラムに参加できるよう、

エキサイティングな体験の創造に取り組んでいます。ジ

ャンボリーは、次のようなプログラム要素を中心に計画

されています。 

 
スカウティング・フォー・ライフ 

プログラムの特徴の多くは、若者がスカウト活動を通じ

てリーダーシップやライフスキルを身につけ、参加者が

地球規模の問題について学び、アクティブな市民になる

ことに挑戦するものです。これらのプログラム要素には、

スカウトの価値観や手法に加えて、地球市民教育や持

続可能な開発のための教育に関するアイデアが組み込

まれています。 

 
スマートと科学 

ジャンボリープログラムでは、最新のテクノロジーを駆使し

て、参加者や派遣団が公式ジャンボリーアプリを通じてつ

ながり、最新の情報を得て、さまざまなアクティビティに参

加することができます。参加者は、ロボット技術からバーチ

ャルリアリティまで、あらゆる方法で未来を体験することが

できます。また、STEAMスキルに焦点を当てたプログラム

も用意されており、若者が活動に参加して、科学、技術、エ

ンジニアリング、芸術、数学の分野について学ぶことができ

ます。 

 
安全と安心 

ジャンボリーのプログラムは、韓国スカウト連盟が開発

した安全教育プログラムを提供しながら、伝染病や自然

災害などの緊急事態の予防と対応を目的としています。

「災害安全プログラム」は、参加者の安全対応能力を向

上させるだけでなく、緊急時に対応者として行動できる

市民へと成長させることを目的としています。  

 

 

 
持続可能性 

ジャンボリーのプログラムは、世界、地域、各国のパート

ナーと協力して、若者が持続可能な開発目標について

学び、自分たちの地域社会で平和と持続可能な開発の

ために行動を起こすような活動で構成されています。 ス

カウトたちは、「ベター・ワールド・テント」や「地球開発村」

を通じて、自然とのつながり、平和と対話の文化の創造、

多様性と包括性の促進などを学びます。 

 
ACT : 冒険・文化・伝統 

ジャンボリープログラムでは、スカウトが自然とつながり、

発見できるように、山、川、海など、セマングム周辺の環

境を利用したさまざまな冒険活動を行います。また、K-

POP音楽やビビンバ料理、ハングル文字など、韓国の

文化や伝統の良さを体験できる異文化交流も行われま

す。 

 
各国スカウト連盟との通信 

これから3年間、第25回世界スカウトジャンボリーに向けて、

NSOとそのCMTに情報を提供するために、ジャンボリーブ

リテン（本大会情報1のようなもの）とジャンボリーサーキュ

ラーを公式に発行していきます。これらのブリテンやサーキ

ュラーは、世界スカウト事務局がすべてのNSOへの公式コ

ミュニケーションとして定期的に配布しているScoutPakを通

じて配布されます。また、ジャンボリーの公式ソーシャル・メ

ディア・アカウントやウェブサイト（www.2023wsjkorea.org）か

らも情報を入手することができます。 
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第１回派遣団長会議 

ジャンボリー会場を見学するもうひとつの機会は、「派遣団

長会議」です。2021年10月には、第1回派遣団長会議を開

催する予定です。これは、ジャンボリー組織委員会による

正式な説明会となります。ジャンボリーの会場を訪問し、プ

ログラムやロジスティックスなどに関する質問をするチャン

スです。 詳細は後日、ブリテンやサーキュラーでお知らせ

します。 

 
場所 

会場（全羅北道・セマングム）周辺の宿泊施設 

* 具体的な内容は、第１回派遣団長会議の案内状でお

知らせします。 

*  

 
期間 

2021年10月21日(木)～24日(日) 

* 2021年10月21日(木)から宿泊・食事が可能(夕食から) 

 
対象者 

各国スカウト連盟の派遣団長、国際コミッショナー、ジャ

ンボリー担当職員。 

 
オペレーションＫ（大作戦） 

すべての国のスカウトが第25回世界スカウトジャンボリーに参

加する機会を得るべきです。社会的・経済的な事情にかかわ

らず、できるだけ多くのスカウトが第25回世界スカウトジャンボ

リーに参加できるように、「オペレーションK」という連帯基金を

設立しました。アゼルバイジャンのバクーで開催された第41回

世界スカウト会議の招致プレゼンテーションで韓国スカウト連

盟が約束したとおり、各参加各国スカウト連盟から韓国スカウ

ト連盟が10人（スカウト9人、成人指導者1人）を招待します。し

たがって、2021年の各国スカウト連盟数（171NSO）を基準にす

ると、「オペレーションK」を通じて合計1,710名のスカウトを招待

することになります。 

* 詳細は第１回派遣団長会議前にアナウンスされます。 

知っていましたか？ 

韓国スカウト連盟は、1991年の第17回世界スカウトジャンボリ

ーを開催しました。第17回世界スカウトジャンボリーでは、現

在世界スカウトイベントの特徴となっている地球開発村（GDV）

が初めて導入されました。GDVでは、スカウトたちが地球規模

の問題について学び、より良い世界を作るための活動を行い

ます。 

 

 
 

今後の予定 
 
 

年月 内容 

2021年7月 
派遣団長名 

登録フォーム提出 

2021年8月 大会情報２号発行 

2021年10月 
第１回派遣団長会議 

登録開始 

2021年12月 
派遣団登録フォーム提出 

大会情報３号発行 

 
2022年3月 

第15回韓国ジャンボリー 

（プレジャンボリー）参加登録 

 
2022年8月 

第15回韓国ジャンボリー 

（プレジャンボリー） 

派遣団長会議 

* 変更する場合があります 
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COVID-19への韓国の対応 

第25回世界スカウトジャムボリー組織委員会は、イベン

ト期間中にCOVID-19やその他の伝染病が蔓延する可

能性を抑えるために、地元や国の政府、医療関係者と

緊密に連携し、可能な限りの健康・安全予防策を講じて

います。 

韓国は健康法のロールモデルであり、「3Tアプローチ」に

よって適切な検疫が行われ、社会的な距離が保たれて

いるため、COVID-19の拡散を防ぐことに成功しています。 

3Tとは、Test（診断・確認）、Trace（疫学調査・追跡）、

Treat（隔離・治療）のことです。3Tアプローチは「K-

quarantine」（韓国の検疫モデル）とも呼ばれています。 

ジュネーブに本部を置くISOに提案される18の対策の中に

は、韓国の一時的なドライブスルーとウォークスルーの

COVID-19検査センター、ユーザーにウイルスの可能性の

ある症状を尋ね、その結果を政府当局に報告するスマート

フォンアプリ、ユーザーの自己隔離を監視し、ユーザーが

家を出たときに政府当局に警告する別のアプリ、いくつか

の社会的距離を置くガイドライン、政府主導の孤立した治

療センター、診断テストキットなどが含まれています。 

第25回世界スカウトジャンボリーでは、世界保健機関

（WHO）の基準を含むグローバルスタンダードに加えて、

韓国疾病予防管理センター（KCDC）による韓国の管理・

予防方針を反映したCOVID-19の集中的な予防対策が

実施されます。 

今回の世界的なワクチン展開により、第25回世界スカウ

トジャンボリーに向けて、すべての参加者やコンテスタン

トの健康と安全を、出発地から到着地、そしてイベント中

まで考慮することができるようになることを期待していま

す。屋外に出て自然の中でスカウト活動を楽しむことは、

必要な事前注意事項を守っていれば安全です。 

私たちは、大会開催時に必要とされるこれらの措置が、

世界中のスカウトにとって最も安全な環境を提供するこ

とを期待しています。 

 
次号大会情報の内容 

• ジャンボリー派遣団の編成方法 

• ジャンボリーのスケジュール 

• 公式到着地 

• 参加登録スケジュール 

• ジャンボリー参加費のアナウンス 

• 第15回韓国ジャンボリー（プレジャンボリー情報） 
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次のハッシュタグで私たちとつながりましょう 

 
# D r a w Y o u r J a m b o r e e  

# D r a w Y o u r D r e a m   

# S c o u t J a m b o r e e   

 

 
連絡先 

• ウエブサイト : www.2023wsjkorea.org 

• Eメール : 25wsj@scout.or.kr 

• ソーシャルメディア : 

 
Facebook 

facebook.com/2023WSJKOREA/ 

 
Twitter 

twitter.com/2023wsjkorea 

 
Instagram 
instagram.com/2023wsjkorea_dream 

 
Youtube 

youtube.com/c/2023wsjkorea 

 
Issuu 

issuu.com/2023wsjkorea 

 
Flickr 

flickr.com/photos/2023wsjkorea 

 
World Scouting 
scout.org 

 
 
 
 

添付書類 

派遣団長登録フォーム 

WordとPDFの両方のフォームは、オンラインで入手で

きます。 

 
派遣団登録フォーム 

これらのフォームを通じて提供された情報は、GDPRガイ

ドラインに従って処理されます。 


