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世界スカウトジャンボリー

ベンチャー隊通信

7月28日
（火）
〜8月9日(日）
山口市のきらら浜

第23回世界スカウトジャンボリー参加スカウト
ベンチャー隊：豊福 隼也、太田 理津紀、末友 美帆、長塚 文香、篠原 弘幸、森 勇太、
尾崎 天志郎、ボーイ隊：松岡 勇和、渡辺 康太、渡辺 隆文、田中 星也
本部IST奉仕者：坪井喜久太 顧問

★尾崎天志郎

4年に一度行われるボーイスカウトの世界大会「世界スカウトジャンボリー」
は今回で
23回となり、
日本での開催は2回目
（前回は1971年の第13回）44年ぶりとなります。
12泊13日の会期中、全世界152の国と地域から3万3838人が一堂に会し、山口市
のきらら浜は巨大なテント村となりました。
日夜、場内いたるところで、若いスカウト達の
友好の和を拡げることができました。
また「ピースプログラム」
という平和のためのプログラムは、参加スカウト全員が広島
平和記念公園を訪問するというもの。連日、会場と広島を引っ切り無しにバスが往復し、
平和への誓いの心を新たにしました。
岡山連盟からは2つの派遣隊が編成され、
スカウト67名、指導者・スタッフ104名が
参加。都窪第2団からもスカウト11名、本部スタッフ1名が参加しました。
また会期後の8/8〜10には、岡山でホームステイがあり、当団でも12家族でスロヴェ
ニア国のスカウト24名を受け入れました。
（別冊号参照）
一生に二度とない全世界の人々との交流に、
スカウトたちはそれぞれの思いを心に
刻んだことでしょう。
いつかこの体験が、必ず人生の役に立つ事を確信しています。

★田中星也

12泊のジャンボリーは毎日がとても暑かった。思いだすと苦しくなる。楽しいこともた
くさんあった。世界中のスカウトと友達になれた。
日本語を教えたら、中国語を教えてく
れたり、皆が昔からの友達みたいだった。同じスカウトだから、国の違いは関係ないん
だと思った。開会式と閉会式はすごかった。3万5千人がひとつになった。苦しい思い出
も多いけど、
やっぱりみんなに行ってほしい。

★松岡勇和

今回の世界ジャンボリーは、
２年前の日本ジャンボリーと違い外国にいる様な気分
だった。毎日のプログラムは様々な国のスカウトと交流することができとてもいい経験に
なった。
また、
英語の大切さも改めて実感できた。

★渡辺隆文

外国隊との交流の時、外国のスカウトは、
フレンドリーにどんどん話しかけてきてくれ
ました。私が英語が苦手だと知ると、
ゆっくり言ってくれたり、言い方を変えて言ってくれ
たりと、英語が苦手でも、交流会を楽しめました。

★渡辺康太

23WSJにおいて僕が学べた事がたくさんあります。
まず一番に感じたことは、言語や
考え方のちがいです。僕は英会話が出来るほうでは無かったのですが、
ジャンボリー
会場で生活していくうちにかなり英会話に慣れてきて、身振り手振りですが外国スカウ
トと交流や記念品の交換などをすることが出来ました。
その中でも特に印象的なのがナイジェリアスカウトとの交流です。僕らのテントサイトと
ナイジェリアのテントサイトは隣で、毎日挨拶やゲームをしたりするほど仲が良くなりました。
日本のけん玉や、剣道、縄跳び、
なども一緒に楽しんだり、
ナイジェリアスカウトが作った
帽子やブレスレットも貰えました。他の国とも沢山交流しました。
そこで、相手の国の文
化や考え方を尊重し、
自分の周りのことをもっと知る事や、
自分の考えと感謝の気持ち
をちゃんと伝えることで、
これからの楽しい人生やスカウティングがおくれると思いました。

8月27日
（木）
県知事表敬訪問
8月27日
（木）
岡山市長表敬訪問 世界スカウトジャンボリー報告
世界スカウトジャンボリー参加スカウトと指導者の代表が、岡山県庁の知事室
に伺い、伊原木県知事を表敬訪問、続けて岡山市庁舎に移動し、大森岡山市長
を表敬訪問しました。世界の国々のスカウトとの交流の成果を報告し、知事と市長
からねぎらいと期待の言葉をいただきました。
●都窪第2団からの代表スカウト：ベンチャー・尾崎天志郎、
ボーイ・渡辺隆文

★末友美帆

23WSJで印象に残っている事は色々な人との交流です。私は英語が得意ではあり
ません。
それでも、
ボディーランゲージと頭の中にある数少ない英単語で外国人との交
流を楽しむ事ができました！普段の生活の中では外国人と交流する事などないので、
貴重な経験が出来て良かったと思います。
また、外国人だけでなく、他県の人とも交流
ができ、楽しかったです！

★豊福隼也

大会で印象に残った事は外国のスカウトがすごく年上に見えても、性格は自分達と
変わらないということでした。他には外国の文化を体験する活動でアメリカの担当者の
方に話してもらったスカウトの絆は大会が終わっても無くならないということです。大会
が終わっても、外国のスカウトと連絡しているスカウトを見て、
スカウトの絆は何処にいて
も繋がっていると実感しました。

★森勇太

今回の世界スカウトジャンボリーに参加して、
日本ジャンボリーでは体験できないほ
ど世界のスカウトが沢山いて驚きました。行くまでは英語も全然しゃべることも出来ない
しきらら浜に到着してキャンプが最終日まで出来るのかと不安があったけど、
ついて外
国のスカウトと話をしてみると、全然できない英語で単語とジェスチャーだけでも会話が
できとてもいい経験になりました！

★ 太田理津紀

僕は、閉会式の最後にあった、花火が最も印象に残っています。
あの花火を見た時
ジャンボリーでは、交流会などが多く、
その中にはリズミカルで楽しいダンスなどの、 に、
ジャンボリーをやりきったんだという達成感と、
もうジャンボリーが終わるんだという
団でも出来そうな物もあり、交流会も工夫するとすごく楽しめるんだなと思いました。今
残念な気持ちが同時に湧き上がったからです。
しかし、
あの気持ちはジャンボリーでし
回のジャンボリーは、僕の最高の思い出になりました。
か味わえないと思います。次のアメリカも参加したいです。

8月30日
（日）
菊スカウト顕彰会
（国際ホテル）
本年度の岡山県下の富士スカウト1名と菊スカウト11名が、国際ホテルの特設
会場で、県連役員や県生涯教育課の方々を前に顕彰されました。全員が緊張のス
ピーチを行い、
大勢の人から祝福されました。
また記念講演は、総社市立常盤小学校の生藤祐子先生による、
ルワンダの聾
学校での体験談（海外青年協力隊）
でした。異境の地での日本人の活躍ぶりを皆
熱心に聞いていました。午後からは一流ホテルの食事も饗され、菊章の達成感を
十二分に味わいました。
●都窪第2団からの出席スカウト：渡辺隆文、藤田英里、松岡勇和
お問合せ、投稿はscout@tsuboi.co.jp 〒701-0164 岡山市北区撫川1274・TEL086-292-6070・FAX086-292-6071 坪井まで
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8月22-23日
（土日）
遥照山キャンプ

遥照山にある藤波池キャンプ場にてキャンプを行ないました。
まずはテント張りをし
て昼食。午後は池の周りをゲームしながらミニハイク。風の妖精が無くした
「風の国の地
図」
をみんなで探しに行くというストーリーで、魔法のじゅうたん
（新聞紙のじゅうたんを
使って移動）や、風の落し物（本結びともやい結びで繋いで地図の入ったペットボトル
を引っ張る）や、
カモフラージュ
（声を出さずにボール等自然界に無いものを捜す）
とい
ったゲームをしました。夕食は、
お昼のゲームでゲットした食材を使ってカレー作り。
どの
組もお米が上手に炊けていてカレーも美味でした。
夕方からは日が暮れゆく中、展望台まで歩いて移動。展望台では世界ジャンボリー
の話をⅰＰＡＤの映像を見ながらみんな静かに聞き入っていました。帰り道は真っ暗
で、星空がとてもきれいでした。
翌日は朝食作りの後、
テントを撤収し、閉会式をして解散しました。
今回はダブル台風が迫っているにもかかわらず、天候にも恵まれて活動ができました。
ボーイ隊からデンコーチ、お父さん方はインストラクターとして、お母さん方にもたくさん
ご協力いただきました。本当ありがとうございました。
（shinohara）

8月2日
（日）
入隊式・木堂清掃とパン作り
（木堂生家・福田公民館）

木堂生家にて入隊式と清掃活動、福田公民館にてエコキャップ数えとパン作りを行
いました。今回入隊したのは植田倖成（うえだ ゆきなり）
くん。みんなで元気に遊ぼうね。
木堂生家草取りのあとは福田公民館に移動、
すぐにパン作りを開始しました。
エプロ
ンにバンダナ、
しっかり手を洗って準備OK。
パンと言えばイースト菌ですが、今回は時短
を図って膨らましはベーキングパウダーを使用。小麦粉と水の量さえ間違えなければ、
ねんど感覚で余裕のパン作り・・になるはずでしたが、
なぜか生地がベチャベチャした
り、堅すぎたり不思議な現象が。
そして小麦粉だけがきっちりなくなり、
ソーセージがたく
さんあまるというもったいない現象も。
いろいろパニクっている企画者を尻目に時間は
どんどん過ぎていき・・・しかしパンは焼け、
フルーツポンチと食べ、予定時間は過ぎたも
のの調理室はピカピカになって終了しました。説明不足や計り間違いなど諸々をフォロ
ーしてくださったお母さんたち、
ありがとうございました。
パンが焼ける間にエコキャップ
集計しました。今回は1,281個です。
（Toyohuku）

ボーイ隊通信

ペットボトルキャップを集めてワクチンを送ろう！

22万1984個

8/2現在
277人の子どもたちに
ポリオワクチンを送ることができました。

8月15-16日
（土日）
鹿久居島探検

ビーバー夏の活動の締めくくりは、1泊2日の舎営と島の自然を満喫した鹿久居島探
検です。昨年秋にミカン狩りで訪れたなじみの島です。今回はもっと奥の古代体験の里
まほろばで活動です。開会式の後には、
すぐライフジャケットを付けて泳いだり磯の海の
生物探しをしました。鹿久居島スタンプラリーでは、この島にしかいいない蝶を探して
みたり、鹿やキノコも一生懸命探しました。
しっかり遊んだあとのまほろば鍋もおいしか
ったです。保護者と豊福さんの協力でおいしく出来ました。
夜のナイトハイクでは、夜空の星座を探しながら海まで歩き、岬の先で夜光虫を見ま
した。隊長も下見では見れなかったので、
ほんものが見れてとてもうれしかったです。帰
ったあと夜も、
ビーバーの仲間と一緒に竪穴式住居で過ごしました。
なかなかじっくり遊
ぶことができないので今回は、
あいまでトランプ遊びもたくさんやりました。
早朝の展望台ハイクでは、
自分の寝た場所、遊んだところを上から確認でき、島の大
きさを確認できました。朝には、昨日遊んだ浜の清掃とビーチコーミングをしました。海
のお土産で夏休みの宿題は作れたかな。今回、初の海釣りをした子もいたね。釣り上
げるところまではいかなかったけど、次は一人1匹を目標に釣りをがんばるよ。
いつもと
違う環境なので一人一人発見や関わり、気づきの多い活動でした。
（ozaki）

8月9日
（日）
世界の友達こんにちは
（福田公民館）

8月30日
（日）
神社の朝拝
（吉備津神社福田公民館）
月末恒例の吉備津神社清掃活動ですが、今回はご好意により、朝拝に参加させて
頂き
（言うなれば桃太郎さんに毎朝、今日1日を無事で過ごせますように！とお願いする
神事ですね。）、
「古事記を読もう」
と題する講義を受けました。当日特別参加したクマス
カウトには、少し難しかったようですが、教科書で皆知ってるけど読んだことはない書
物no.1の物語は、意外におもしろいものです。桃は、
なぜ魔除けの果実なのか？神様も
人間くさい振る舞いをなされるのだなあーなど、身近に感じられたのではないでしょう
か？その後で次回の活動について、隊集会も行いました。
さて、島でのサバイバルキャン
プ、建速須佐之男命にしっかりお願いして無事で帰ってこられますように。
（Miyake）

ベンチャー隊通信
8月30日
（日）
ベンチャー集会
（福田公民館）

最初に世界ジャンボリーに行った人の感想会をして、次に9月の活動予定について
話し合いました。9月は学校、
スカウトのどちらも活動が多かったので、
日付を決めるの
に苦労しました。9/27にはボーイ・ベンチャー合同の入隊式を行ないます。
（豊福隼也）

団の動き
8月20日
（木）
団委員会
（福田公民館）

世界ジャンボリーに参加したスロベニヤのスカウト4人に来てもらい、短い時間でした
がゲームとお話し、
プレゼント交換をしました。今回ビーバーには、隊長からの宿題がで
ました。
自己紹介を自分の言葉で英語で言う。折り紙を作ってくる。
この二つですが、全
員しっかりがんばってやってきました。
スロベニヤスカウトのサラに世界ジャンボリーの
お話や、写真紹介、
スロベニヤの国の話をしてもらいました。閉会式では、
スロベニヤス
カウトに折り紙と日本のビーバー記章をのプレゼントし、
ビーバー握手と木の葉章を貼
ってもらいました。
今のビーバー隊員は、8年後の世界ジャンボリーにいけます。
自己紹介の時、
自分で
考えたことを勇気を出して英語で言えたことに隊長は大変うれしく思います。8年後の
世界ジャンボリーでもホームステイ先でしっかり言えることを期待しています。
これから
活動の1つの目標として世界のジャンボリーに参加を目指してボーイスカウト活動を頑
張ってほしいと思います。
（ozaki）
お問合せ、投稿はscout@tsuboi.co.jp 〒701-0164 岡山市北区撫川1274・TEL086-292-6070・FAX086-292-6071 坪井まで

