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ボーイスカウト県内各団

団 委 員 長 様

日本ボーイスカウト岡山連盟

事務局長 今田 惇治

第 13回韓国ジャンボリーの参加について

このことについて、日本連盟が別紙「派遣員募集要項」のとおり参加する

スカウト・指導者の派遣員を募集していますので、団内に周知されますよう

お願いします。

なお、提出書類の「海外派遣参加申込書」0「海外派遣参加健康調査書」は

ボーイスカウト日本連盟のホームページからダウンロードして下さい。



韓国スカウト連盟 90周 年記念

第 13回 韓国ジャンボリー派遣 派遣員募集要項

韓国スカ ウ ト連盟創立 90周 年 を記念 して、大韓民国江原道・固城群で開催 され る第 13回

韓国ジャンボ リー大会に参加 し、会場内外で行われ る各種プ ログラムを体験 し、 日常のスカ

ウ ト活動 を通 じて体得 した知識・技能・精神 を一層高めると共に、参加外国スカ ウ トとの親

善交歓 によ り、国際理解 と友情 を深める。

第 13回 韓 国 ジ ャンボ リー派遣

平成 24年 7月 31日 (火 )～ 8月 8日 (水 )7日 間

大韓民 国江原道 (カ ン ウォ ン )

固城群 (コ ソン)。 雪岳山 (ソ ラクサン )

スカ ウ ト180人  指導者 ・ IST20人
参加者負担金は、 1人 あたり約 12万 円が見込まれる。

経費の内訳 は、往復航空運賃約 7万 円 (平成23年 11月 現在、同時期の東京発着エコバークラ

ス正規害J引航空運賃参考)、 大会参加費約 2万 円、準備訓練・派遣国内移動・支給混1

経費約 3万 円が見込まれている。ただ し派遣期間中の小遣いは参加者負担金 に

は含まれない。最終的な参加者負担金は航空運賃等の調整が行われた後に定め

られ る。
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※日程は韓国連盟 との調整により変更になることがあ ります。

31日 (火 )準備訓練 を行 う

1日 (水 )準備訓練 。結団式 。壮行会

2日 (木 )空路韓国に向かい、固城群の大会会場にてキャンプイン

1     第 13回韓国ジャンボ リー大会 に参加

8日 (水 )キ ャンプアウ ト

9日 (木 )航空機 にて帰国の途 につ く

ISTは 7月 31日 に出発す る。 (出 発直前または事前に IST準 備

訓練 を行 う)

応募資格 : 応募者は、次の各項を満た していること。

<ス カウ ト>
① 平成 24年 8月 2日 時点で、中学 2年生以上のボーイスカウ トおよび 17才以下

のベンチャースカウ ト

② 平成 22年度から継続 して登録 している者

③ 応募時点において、ボーイは 1級 章以上、ベンチャーはベンチャー章 (ま たは

ボーイ時に 1級 章)以 上を取得 している者

④ 心身 ともに健康で、長期の海外派遣に耐える体力があ り、かつ、派遣団員 として

の行動がとれる者

<国 際 サ ー ビス テ ー ム 員 (IST)>
① 大会開催時に満 18歳以上 (26歳未満が望ま しい)の 指導者またはベンチャース

カウ ト、ローバースカウ ト (英 語で業務ができる者 )

② 平成 22年度から継続 して登録があ り、応募時点でウッドバ ッジ研修所修了以上の

指導者研修歴を持つ者 (ベ ンチャースカウ トを除 く)



③ 心身 ともに健康で、長期の海外派遣に耐える体力があ り、国際サー ビスチーム員

の業務 を担当す るに適 した語学力・技能 。経験 と人柄 を有す る者

<指導者 >
① 平成 24年 8月 2日 時点で満 20歳 以上の指導者

②  平成 22年度か ら継続 して登録があ り、応募時点で ウッ ドバ ッジ研修所 を修了 し

ている者

③  心身 ともに健康で、長途の海外派遣に耐える体力があ り、 日常会話以上の英語力

がある者

④ 派遣団 L隊指導者 としての役務 を果た し、またスカ ウ トを指導す るに適 した経験

と人柄 を有す る者

参加 申 し込み

(1)上記の資格を有す る参加希望者 は必要書類 を整 え、所属隊 。団・地 区の推薦 を うけ、

所属県連盟の指定す る期 日までに所属県連盟に申 し込む。

(2)県連盟は、申込者 を選考 (面 接 を含む)の 上、 日本連盟に必要書書類 (指 導者・

スカ ウ ト別海外派遣参加 中込書 、健康調査書、県連盟 面接結果通知書、いずれ も

所定の書式、各一通)を 添え、推薦す る。

2人 以上を推薦す るときは、県連盟推薦順位 をつける。

(3)県連盟か ら日本連盟への申し込みは、次の必要書類 を添え平成 24年 4月 5日 (木 )

までに行 う。

提出書類

(1)海外派遣参加 申込書 (ス カウ ト・指導者別の所定の用紙) 1通
(2)海外派遣参加健康調査書 (所定の用紙)         1通
(3)県連盟面接結果通知書                 1通

日本連盟の選考

書類選考 を行 う。

申込期 日およびその他の期 日

県連盟への申し込み   県連盟の定める日

平成24年 ∂月υぢЪ (1)
日本連盟への推薦    平成 24年  4月  5日 (木 )

派遣員の内定      平成 24年  4月 下旬

派遣員準備訓練

出発までに 2泊 3日 の準備訓練 を行 う。

その他

(1)女子スカ ウ トの参加

女子スカ ウ トの参加 については、女性指導者の引率が必要 となる。

(2)派遣の延期または中止

以下の様な場合 には、当該派遣が延期または中止 され ることがある。

・外務省 による、渡航先国または地域への渡航延期勧告または危険情報の発出等

・同、 SARS。 鳥インフルエ ンザ等の感染症情報の発出等
。その他、派遣実施 に支障があると判断 された場合

以 上


