
団委員長 各位 

平成２３年８月１６日 

 

第２２回世界スカウトジャンボリー帰国報告会出席御依頼の件 

 

三指 

 毎々ボーイスカウト活動には格別の御協力、御指導を賜り厚く御

礼を申し上げます。 

さて 早速ですが、下記要領にて、２２ＷＳＪに参加した貴団のス

カウト各位に 浜松市長および市議会議長に帰国報告をしてもらい

たいと存じます故、下記該当のスカウト諸君には何卒、万障お繰り

合わせ下さり、 

御参集くださりますよう御指示、宜敷く、御願い申し上げます 

弥栄 

記 

 

期日   ：平成２３年８月２５日（木曜日） 

集合場所・時間 ：市役所本館１Fロビー 午後２：００ 

議長への報告  ：議会事務局(7F)  午後２：３０ 

市長への報告  ：秘書課(5F)   午後３：００ 

服装   ：参加隊スカウト正装  

※ ２２ＷＳＪ日本派遣団キャップ・ネッカー着用のこと  

以上 

日本ボーイスカウト静岡県連盟 

ボーイスカウト浜松地区 

委員長 西村 清矢 

コミッショナー 渋谷 茂光 

---------記--------- 

浜松 1団ベンチャー隊   鈴木 海渡（スズキ カイト） 

浜松 12 団ベンチャー隊   仲秋 大 （ナカアキ ユタカ） 

杉浦 淳哉（スギウラ ジュンヤ） 

伊達 善行（ダテ ヨシユキ） 

袴田 真由（ハカマダ マユ） 

多賀 大輝（タガ マサキ） 

浜松 12 団ボーイ隊    三井 佑馬（ミツイ ユウマ） 

      棚橋 美佳（タナハシ ミカ） 

細江１団ベンチャー隊   中上 岳人（ナカウエ タケト） 

木俣 岳志（キマタ タケシ） 



      平成２３年  ８月１５日  
ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ浜松地区委員会  

(あて先) 
浜松市長(秘書課扱い) 

第２２回世界スカウトジャンボリー帰国報告会 

(浜松市長表敬訪問)について 

日頃からボーイスカウト活動にはご理解、ご支援を頂きまして誠に有り難うござ

います。 

さて、ボーイスカウト最大のイベント第２２回世界スカウトジャンボリーが、ス

ウェーデンにおいて７月２７日から８月７日(１２日間)にかけて開催されました。

世界１６１の国と地域から約３万人が集まり、日本からも２２隊スカウト７８７人

が参加しました。この内、静岡県連盟と山梨県連盟合同で１隊(スカウト３６名)を

編成し、浜松市内３地区(浜松、浜松東、浜北・天竜)からスカウト１５名が参加し

ました。 

この度、８月９日夜に帰国したスカウト達が、下記のとおり浜松市長を訪問し、

世界ジャンボリー参加のすばらしい体験談をまじえ帰国報告しますので、宜しくお

取りはからい頂きますようお願い申し上げます。 

記 

１ 開催日時 

平成２３年８月２５日(木)１５時００分～１５時３０分 

２ 開催場所 

浜松市役所秘書課 浜松市中区元城町 

３ 内 容 

   第２２回世界スカウトジャンボリー帰国報告会 

４ 出席予定者 

世界スカウトジャンボリー派遣スカウト(高校生・中学生)１５名 

他ボーイスカウト関係者 合計約２０名 

５ 当日の予定 

１ 代表スカウト帰国報告 

２ 市長ねぎらいの言葉 

３ 記念写真 

４ 懇 談 (参加者個々から感想) 

進行：浜松地区コミッショナー 

６  問い合わせ・連絡先  

    浜松地区委員長 ： ０５３―４７４－５４０８  西村 清矢 

 
※ 第２２回世界スカウトジャンボリー概要裏面参照 



第２２回世界スカウトジャンボリー概要 
大会名 第２２回世界スカウトジャンボリー(22WSJ) 

    (４年に１回開催されるボーイスカウト最大のイベント 

 1971 年には日本の朝霧高原でも開催された。 

次回 23WSJ は 2015 年に日本・山口県きらら浜で開催される。) 

期 間 2011 年(平成２３年)７月２７日(水)～８月７日(日)１２日間 

場 所 スウェーデン スコーネ県クリスチャンスタード市郊外 リンカビィ地区 

テーマ シンプリー スカウティング (Simply Scouting) 

    コンセプト：「出会い」「自然」「連帯感」 

参加者 １６１の国と地域 合計３０,０００人 

  （注：北京オリンピック（2008 年） ２０４の国と地域 合計１１,２００人 

１９日間） 

プログラム  

◆サブキャンプライフ（キャンプ生活） 

◆アクティビティ 

（世界における若者のニーズに関連したスカウト知識とツールを提供） 

地球(グローバル)開発と地球開発村 

     私たちの家：地球 

     クラフト・カルチャー 

など 

日本派遣団の編成 

  ２２隊 スカウト７８７人 指導者等１７９人  合計９６６人 

 

第１０隊(静岡県連盟・山梨県連盟合同隊)の行動 

  参加スカウト３６名 リーダー４名  計 ４０名 

   (内浜松３地区 参加スカウト１５名 計１５名)  

   

  ２０１１年(平成２３年)4 月 ２日～ ３日 第 1 回事前訓練 

  ２０１１年(平成２３年)６月２５日～２６日 第２回事前訓練 

２０１１年(平成２３年)７月２３日～２４日 第３回事前訓練    

上記入念な事前訓練を経て、 

７月２５日(月)に成田空港から渡欧、22WSJ 参加のほか、コペンハーゲンを

見学し、８月９日(火)帰国した。 

 

 

 



      平成２３年  ８月１５日  
ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ浜松地区委員会  

(あて先) 
浜松市議会議長(議会事務局扱い) 

第２２回世界スカウトジャンボリー帰国報告会 

(浜松市議会議長表敬訪問)について 

日頃からボーイスカウト活動にはご理解、ご支援を頂きまして誠に有り難うござ

います。 

さて、ボーイスカウト最大のイベント第２２回世界スカウトジャンボリーが、ス

ウェーデンにおいて７月２７日から８月７日(１２日間)にかけて開催されました。

世界１６１の国と地域から約３万人が集まり、日本からも２２隊スカウト７８７人

が参加しました。この内、静岡県連盟と山梨県連盟合同で１隊(スカウト３６名)を

編成し、浜松市内３地区(浜松、浜松東、浜北・天竜)からスカウト１５名が参加し

ました。 

この度、８月９日夜に帰国したスカウト達が、下記のとおり浜松議会議長を訪問

し、世界ジャンボリー参加のすばらしい体験談をまじえ帰国報告しますので、宜し

くお取りはからい頂きますようお願い申し上げます。 

記 

１ 開催日時 

平成２３年８月２５日(木)１４時３０分～１４時５０分 

２ 開催場所 

浜松市役所議会事務局 浜松市中区元城町 

３ 内 容 

   第２２回世界スカウトジャンボリー帰国報告会 

４ 出席予定者 

世界スカウトジャンボリー派遣スカウト(高校生・中学生)１５名 

他ボーイスカウト関係者 合計約２０名 

５ 当日の予定 

１ 代表スカウト帰国報告 

２ 議長ねぎらいの言葉 

３ 記念写真 

４ 懇 談 (参加者個々から感想) 

進行：浜松地区コミッショナー 

６  問い合わせ・連絡先  

    浜松地区委員長 ： ０５３―４７４－５４０８  西村 清矢 

 
※ 第２２回世界スカウトジャンボリー概要裏面参照 



第２２回世界スカウトジャンボリー概要 
大会名 第２２回世界スカウトジャンボリー(22WSJ) 

    (４年に１回開催されるボーイスカウト最大のイベント 

 1971 年には日本の朝霧高原でも開催された。 

次回 23WSJ は 2015 年に日本・山口県きらら浜で開催される。) 

期 間 2011 年(平成２３年)７月２７日(水)～８月７日(日)１２日間 

場 所 スウェーデン スコーネ県クリスチャンスタード市郊外 リンカビィ地区 

テーマ シンプリー スカウティング (Simply Scouting) 

    コンセプト：「出会い」「自然」「連帯感」 

参加者 １６１の国と地域 合計３０,０００人 

  （注：北京オリンピック（2008 年） ２０４の国と地域 合計１１,２００人 

１９日間） 

プログラム  

◆サブキャンプライフ（キャンプ生活） 

◆アクティビティ 

（世界における若者のニーズに関連したスカウト知識とツールを提供） 

地球(グローバル)開発と地球開発村 

     私たちの家：地球 

     クラフト・カルチャー 

など 

日本派遣団の編成 

  ２２隊 スカウト７８７人 指導者等１７９人  合計９６６人 

 

第１０隊(静岡県連盟・山梨県連盟合同隊)の行動 

  参加スカウト３６名 リーダー４名  計 ４０名 

   (内浜松３地区 参加スカウト１５名 計１５名)  

   

  ２０１１年(平成２３年)4 月 ２日～ ３日 第 1 回事前訓練 

  ２０１１年(平成２３年)６月２５日～２６日 第２回事前訓練 

２０１１年(平成２３年)７月２３日～２４日 第３回事前訓練    

上記入念な事前訓練を経て、 

７月２５日(月)に成田空港から渡欧、22WSJ 参加のほか、コペンハーゲンを

見学し、８月９日(火)帰国した。 

 

 

 


