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第怠� 3臨世界スカウトジャンボリ…および第16回目;本ジャンボリー

大会運嘗要員� (J0γ)の公募について

既にご承知のとおり、� 2015年に第23題意界スカウトジャンボ、リー� (23WS J)、2013年に第16
日本ジャンボリー� (16NJ)が第30呂アジア太斡剥説議スカウトジャンボジペそして� 23WSJプレジャ

ンボリ}として、それぞれ山口県きらら浜で関{寵されます。

この準備を進めるにあたり、当連盟では� 2015年あるいは� 2013年まで報紙可能な大会運営要員となるfジ

ャンボリー・デヲパリーチ…ム員(JDT)Jを下記のとおり、公募することとなりました。

つきましては、嚢譲盟内にご周知いただき、適格な応募者がおりましたら、開封の申込書によりご推薦くださ

るようお頴い申し上げます。� 

23WSJ顛機織で誌、ご撞襲撃L、ただいto報開持類審査の上、適切な部署への闘舗を行い、各部の繍戒

を進めますが、その中かちジャンボラ}・コアチーム員(JCT:各部の部長特主謀役務担当・男子委員等)、あ

るいは、国際サービスチ…ム良(IST:大会第鰐とその度話・藍後の大会運営襲員)をお願いすることがあり

ますので、予めど承知おきくださし¥� JDTの募季節立、今後の参加者嘉義の締留まで髄鞠子いますが、

は年間4回程度となりますのでご了承ください。� 

蹄拠織図おれ滞携分担と要件をご参熊くださしも在灘辻、113開館組織につきましては、23WSJ 2015

年まで紺銃することをど前提としますが、世界アダノレトリソ}シス方針に沿い、� 16NJ (23WSJプレジャン

ボヲ→終了後、� 2015年の� 23WS J終了までをほ切りに組続の有無、あるいは補己艶鴇認されます。

なお、この案内は23WSJホームページ� (http://糊� w.23wsj.jpj)にも掲載しますので、ご承知くださし、

今後、各都溜鴇建議ぺ立、� 23WSJと16NJの毅拷および国醸サ…ピスチーム員� (1ST) 
大会プログラムの準舗と濯営、タト冨スカウトのホ…ムステイ等、攻めて協力を依頼いたしますので、何本ど配戯

くださるようお願い申し上げます。

詑

依頼事項: 大会違憲営要員 ジャンボリ…・デリパリーチーム員(JDT)の推薦


申込み: 所購病室盟を通じて指定の番式により申込みを行う


受付・選考: 年間を通じて受け付け、年間4回程度の書類襲喝を行う

応募資務: 応葬時点で20議以上の成入力嘘員議開3について募集繋墳を参照のこと)


今回お送りする議類十各1部;): 

1. 2 3WS J • 16 N Jジャンポリ…ーヂヲパリ}チーム員(J設計募集要項� 

2. お3WSJ組織図� 

3. 

以上

この{主体関するお熱、合わせ:
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第23回世界スカウトジャンボリー� (23WS J)および第� 16酪誌本ジャンボリー� (16NJ)
式会連繋饗員� (JDT)募集要議� 

27年 (2015年〉には第 23間世界スカウトジャンポリ~ (2 3WS J)、平成� 25年� (2013年)

記試第� 16関宮本ジャンボヲ� -(16NJ)が第� 30回アジア太平洋地域スカウトジャンボリ一、そして� 23W 

SJブレジャンボ!Jーとして、ぞれ引も山口県きらら棋で開催される。
この南大会の準備を進めるにあたり、当鴻閥では、� 23WS Jあるいは� 16NJ金策強し、所定の事後恕漣が

先γするまで縄線可能な大会運営要員となる「ジャンボリー・デヲパリーチーム良(JDT)Jを次のとおち公葬
する。

【大食の準繍・興行組織について]� 

1.ジャンボ、リー・マネージメントチーム-Jamboree括的ag'錦絵ntTeam =JMγ 

J討すは、� JCTと共に世界スカウト機構(WOSゆが芳、イドラインに定める車醜態委員合の役割を担う。

準儲隣接では、� WOS話およて滞留スカウト藩躍との窓口となり、説明とプロモーション壮行い、より多く

の参加者全得る。大会実語草寺は主憧者であるWOSMとの連携民各冨連盟との連絡脅鵬、大会運営全般を行う。� 

2.ジャンボリー‘コアチーム-JamboreeCoreTe棚ロ�  JCT 

部長停の主要メンバーとして、大会全体の溜齢考える実弾告な実託子1]比大会本部各部の部長あるいは商JCT
組織となる。� 

3.ジャンボリ…・ヂリパリーチームー� Jan伽� reeOel Ivery Team =JDτ 
JDTは、各部署の専問的な業務に分かれ、大会の分野・部署~~乙た各種業務委?大会前より立案・準積す

る。大会蹴離からは、� JMT'JCTと共に大会運営スタッフとなり、言本全菌およひ官界の国々から集まる

国際サ…rスチーム(InternationalService Team 1 S T)と掻犠して、夫会の運営にあたる。

【JDT募集G沼鵠と役割]� 

23WSJおよび� 16NJの分野ごとの専門的な業務安立案・準備する必要があり、実行力、専門性、経験

等を手まする人材を広く集めるために� JDTを公募する。この募集に加え、外国連盟からの襲員、そして、広く

社会一般からも人材者集める。� 

JDTは、ここ翻班の世界スカウトジャンボリ…等を捗堵に、新たな業務等に積樹告に取り組むお棋があり、

様々な操鰻制献するための強い意志と時間が求められる。各調曜の諾計彊の金醤・立案から主持号、大会爵

からの損務椴灘壮行う。

【募集の要件}

1.応募持点で 20議以上の成人主曜員であること。� 

2.大会閉塞i司王手う業務に準欝期間から実撞・所定の事後結措まで一貫して参画できること。� 

3.年間数盟開催される分野・蔀潜芸uの会合等語講により回数が異なる)に出席できること。� 

4.高大会に関擦サ…ぜスチーム員� (1ST)より前に集合し業務の、準備から始め、� 1STの後に解散し片付ま

で参加できること。大会の主要運営スタッフとなる� JMT、JCT、JDT等は� 1ST集合の� 2日前に集合

し、� 1ST解散の� 1日畿に解散する予定であるo 鹿越常スタップのうち、書!望号や役携によっては斑に前後

の参加を依頼することがある。� 

16 N J 2013年(平成� 25年.)� 1 ST集合� 7月初日関)--1ST解散 8~ 9詩(お
 
2 3WS J 2015年(平成27年.)� 1 ST集合� 7月25日 (却 --1 ST発機 8~ 9詰 {詩)
 

5.各分野・脅曙の求める業務に必要な技能を有すること。

ゆ野・剖曙l3IJ業務内窮…覧を参照:特に、� 23WSJでは業務分野によって主要スタッフに英語またはフラ

ンス語のコミュニケーションが求められる。その俸のタト爵諮に犠離な方も敷適される。)� 

6.準構艶普から加わる外関連盟からのスタップと協欝・協力できること。� 

7.電子メ}んやインタ…ネットを自常的iこ利用していること。



[経期】

任瀕iま委捕時から、司王成� 27年� (2015年)� 9月末記までを費糠とするが、世界アタツレトジソ}シス方針


終了後までを23WSJ年)の(20151:ド27終了後、平成16NJ年)の(2013年25に沿い、平成� 

区切りに継続の存無、あるいは期日韓が確認される。

[募集期間]

募集期賠辻、� 23WSJの参加者霧集が齢了するまでとする。ただし、� 16NJでの業務経験が� 23WSJ

業務に重要であることから、� 16NJ準躍脚齢も加わることが議まれる。

この募集については、日本漉盟から議道府病患盟への訣頼、日本連盟・� 23WSJホ…ムページ等への掲載

により周知する。

[応募方法1 
JDTへの応募は所麟錦織を通じて行う。応募を特認する者は、ポ}イスカウト詩本連盟ホームベ…ジ� 

(www.scout.or.jp)より申込書をダウンロ…ドし、必嬰啓頃を記入のうえ、苧続きを狩う。日本連震は、審類

選考の後、その結果を所属病患盟と本人に連絡する。

【選考と詑麓]

革関4回聡度の書類議特を行い、車鳴を調整する。態談を行う必要がある場合、その費用出5募者の負担と

する。

配属にあたっては男女誌、年齢構成に需ちがないよう寵牽ずる。

蔀詩書・業務によって誌、この応募によらず手同日盟員を委嘱することがあるが、加盟員的人数を趨えて編成は

しなし九

なお、応募請を書類選考のうえ、溜切えま音!溜八の商鳴を行い、名部の編成を進めるが、その中からジャンボ

リ…・コアチーム員(JCT:各部の部長、国i脚長、難字委員等主要投勝、あるいは、国際サーピスチーム員� 

(IST‘大会期間とその藍前・直後の大会運営要員)合お願いすることがある。

【今後の予抱}

〈平成� 23年.J1r)� 

8月下旬 募集開始(都醐鴨連盟ハ謀議について連絡、ホームベ}ジ等への掲斡� 

2西桂皮の書類審査を予定

分野・部饗別会合� 2回程疫

(平成 24年島 分野・奇瑞別会合、会場罷議等4回程変

菱までに� 2問題支の番頼審査を予定

〈平成� 25年齢� 

大会読に分野・部署E桧合、会槻勝等� 2間報度

7---8月� 第� 16四日本ジャンボリー参加

9月以降 大会経了後に組織の有無、あるいは糊躍を纏器、

大会後に分野・寵藩例会合、会場視察等� 2---3回程度

く平成� 26年度〉 分野・商曙別余合、会場視察等4関謹度

〈平成� 27年島� 

7月まで� 大会前に分野・翻曙芸司会合、会場視察等� 2四極度� 

7---8月� 23回世界スカウトジャンボジ一番加

9月以降 大会後に升野・商溜別会合、� 1間程度

{間い合かせおよび申込書提出先]

守� 181-0015 東京都三鷹市大沢4-11-10

会益討団法人ボーイスカウトお本連盟事務局� 23WSJオフィス� 

(0422) 3 1-5 1 66 ファクシミヲ� (0422) 30 …� 3700 

E叩� ail:23wsj@scout.or.jp 

http:ail:23wsj@scout.or.jp
www.scout.or.jp)より申込書をダウンロ…ドし、必嬰啓頃を記入のうえ、苧続きを狩う。日本連震は、審類


界中からの派遣図へのサポート� 

-WOSMが求めるホスト国連盟の窓口となる組織� 

第� 23回世界スカウトジャンボリー(23WSJ)各分野・各部の婁務
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内容	 備考� 

123WSJでは英露または仏語で
ー準備段階では世界スカウト機構，各国スカウト連盟との窓口となり、説明とプロモーション|務が出来ることがカ・イドラインで求めら

(JMT-WOSMが求める組織)
を行う |れている
国大会実施時には、大会組織の中心となり、 WOSM関係者、 JCTと共に大会の運営にあ~ 

J 

I 
たる(JMTの他、� JCT，JDT，IST等の組織を設置する)

123WSJのJCTは英語如
ー各国連盟・各国派遣回との事前準備と通信の窓口(ホームステイ・見学等を含む)、オペ|業務が求められている

J- レーションきらら、プレ大会スタディピジット、派遣団長会韓、ワールド・スカウト・センター、
01 問題管理センター、コンテナ、ウェアハウス(倉庫)、同時通訳、ビジネスセンター、� JamH 

oteI{場内有料宿泊テント)を含む

サフキャンプ(SC)に配属される全ての参加者のために生活の場を築き、全員が参加す� 123WSJのJCTは英語か仏語での
ることができるサブキャンプ活動(プログラム)を提供 |業務が求められている 
-SCの運嘗、� SCスタッフの役割分担、参加隊指導者の任務分担、数SCで一つのハブを
設置、� s。ライフ、� SCプログラム等を含む

ヒューマンzリソーシス部� 世界中の大会本部事仕希望者6000人以上のリクルート、配属、生活、プログラム等� 123WSJのJCTは英語か仏語での
J-I (Human Resources) 一大会宗務カタログ、� 1ST参加筆録、� 1ST訓練、アダルトサブキャンプ運営、その他大会運|業務が求められている

03 営要員に関する事項を含む� 

ス下手二t:A蔀� アイビジターの運用、特別来賓に関する全ての手車、 23WSJのJCTIま英語亦盃語での
(Guest Service) ネート、そして場外宿泊施設の運営等 業務が求められている

ーデイビジターの入場料、畳録方法
J- ー特別来賓
04 ースカウトゲスト(各国連盟役員等)の受入方法

ー各国派遣団のレセプション(場所・ケータリング含む)
ー場外宿泊施設の手配

マーケティング・コミュニケーシヨン |ジャンボリー前の全てのプロモーション資料・用品(ブレティン、サーキュラーを含む)とウヱ123WSJのJCTは英語か仏語での
部 |ブサイトの運用 |業務が求められている 

J-I(Marketing and Communications) トジャンボリー期間中は、メディアセンター運曽、ジャンボリー新聞、スカウト通信員プログ� 
05 I ラム運営、ジャンボリーラジオの運用を含む

ー海外広報、大会情報発行全般を担当� 

情報通信技術部� 計画と準備段階ではeメールとイントラネットシステムを確立� 123WSJのJCTは英語が盃語での
.1_ Information Communication ジャンボリーでは、コンピューターネットワークを構築‘インターネットカフェと電話の運用、|業務が出来る者、あるいは専門知(I
O6 ITechnology) そして参加者の登録とチ:1:';1クインを運用する |識を持った者が望ましい

ー参加筆録システム、本部食堂入場管理、参加費等入金確臨システムを含む

オンサイト(場肉)フログラム百� ジャンボリー会場で行われるフログラムを計画し違富する	 23WSJ ま英語がイ同喜でのI のJCTI
J-I(On Site Programme) ー地球開発村(GDザ:Global Development Villa関)、文化の交差点(Crossroadof 宗務が求められている� 

Culture)、科学の都市(Cityof Science)、トーナメント(Toumament)を含む
毎日の活動は、信仰、夜のプログラムの計画と実施等を運営する

聞	 123WSJのJCTは開高官商での� 
|宗務が求められている

域社会奉仕� (CommunityService)、水上プログラム(WaterActi州側、自然探求(Natu
Exploring)の3つの場外プログラムを行う
ー毎日4000人または2000人のスカウトが場外の各活動に多加できるよう手配を行う

23WSJのJCTは英語系蕊寵での
業務が求められている
(と<1こフランス語で業務を行える宥
を事集している)� 

07I 。時eDaily Programme) Jamb(、

モじ吾蔀�  ジャンボリー会場のメインステージと他のすべてのステージで行う催しを運嘗する 23WSJのJCTIま英語か仏語での
J E (Ceremonies)- ー開会式、閉会式、デイビジターへのショーを計画、実施 業務が求められている

10 
ージャンボリーソングの企画・審査
ーセレモニーキャストの選考
ーアリーナの運営

セーフティ盲� 
(Safety Department) 

J-
11 

司t-1't-"'i'示二~J:ン下部 
(Site management Department) 

J-
12 

J-I (Transport Department) 

13 

フ-1"不レーディン� 
JE(F。odand Trading Department) 
ー� 
14 

ジヤシ求ワ二ーを安全で儒頼できる環境に!Iえ 23WSJ扇J否宵ま葉商が盃語での
業務が出来る者、あるいは専門知
臓を持った者が望ましい

ー安全管理(セキュリティーを含む)、警察、消防との銅盤
ー危機管理(ガイドライン提供と実施)
同法的対応(チャイルドプロテクト、会場での医療行為の認可、圏外の医師免許による会
場での医療行為、その他)
・チヤイルドプロテクション取り組み推進とカウンセリング
ージャンボリーホスピタル、ハブクリニツ夕、� SC救急ステーション等の設置と運営

会場蔵計・聾備・運営に関する全ての業務を担当する� 123WSJのJCTは英語か仏語での
ージャンポリー会場および調達場外施設の借用、会場設計、霞営と搬曽の段階、サイトの|業務が出来る省、あるいは専門知
ネーミング、そして全てのマーキ一、テント、キャビンの手配を行う |識を持った者が望ましい
ー大会前後のJBT(股営・搬営要員)の確保、会場のフェンス、ゴミ処理、倉庫、テントの手
配等も含まれる
ージャンポリー会場に必要な全てのサービス(電気、水道、廃棄、他)の計画と提供、そし
て、ジャンボリー期間中は維持を行う

人員と物資の輸送を担当する� 123WSJのJCTは
ー日本国肉の指定空港から会場の聞の参加費に含まれる交通手院、場外プログラムの |業務が出来る者、あるいは専門知
パス手回、駐車場の手記と管理、本部員・1ST用のレンタル自転車1000台を含むジャン|織を持った者が望ましい
ポリー全車両の計画と運営を行う� 

SCIこ配属される全参加者への食料配給、本部員・1ST用のアダルトレストランの運省、場� 123WSJのJCTは英陪か仏語での
外プログラムのケータリング、ジャンボリー前後の食事提供を行う |業務が出来る者、あるいは専門知
ースーパーマーケット、スカウトフードハウス(毘給所)のコーディネート、クッキングハンド|践を持った者が望ましい
ブック作成、銀行、郵便局、写真、ランドリー、スカウトショップ、売唐の出庸閥聾を行う� 



平成年月詩

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟

事務局長 吉間 後仁宛

第23回世界スカウトジャンボリー� (23WSJ)および第� 16謡E本ジャンボ、1)-(1 6NJ) 

ジャンポリー盆デリパリーチーム� (JamboreeDeIi 蕗募申込書veryTeam:JDT) 

申込者 印

私辻、標題の応募に下記の通ち申込しますユ

フ附し一 一一一一
金年月日・年齢 性別

…一一一一一一一一一一一巳一一時ー ...~.~..一一-一一一一一一一

氏名 商勝 年月日生
男・女

満識 か月

連盟 地区� 
5奇麗 加盟強鍬潜母

第 団 隊

病室盟: 地区:
設務 」一一一一一 -，，'"山一一一

回/韓:� 

iT 

現住所

自宅憲章話: 自宅FAX:
一一一一一一一一一._"，・，.，，~……………ー一一一一一一一叩叩

連絡先 勤務先難語: 義務先FAX:
一一一一_'g'''a''___.._一一-""，，-ー

携帯盤善: Eメーノレアドレス:

針生畏・公務員・自営・学生ー 勤務先
職

その強( {学校・学部・学制

教 国籍�  

. 年 月部材辱爽務経験 年 カモ月� 

. 年 月取得策務総験 年 か月

饗務�  . 年 月取得策務経験 年 か丹� 

. 年 月樹等実務経験 年 か月� 

. 年 月関等実務経験 か月

特技

潜時名� 4:ネイティブ� 3:ビジネスレベル� 2:日常会話� 1 :捜えない 

4事事.....3・ー......2......... 1 錆考
山山川…ー………川町一一一一一一…一一_"~_，，，，__m_ 一一一一m__"_.....~_~~___一一一一一叩山一

挺締� 4給申・・ー・� 3・・・・・� -2・・‘・‘・� 1 議考

言語 一一一……'''''''山 …一一一…一一一一一…一一…一一一一一
ブラ� 4事唖・・*・� 3-・e規事・� 2・・・・・量� 1 護考
@同町四四..-岨湖町 一一 一一一一一一…齢…一…M刷同�  

4・ー・・� 8・3・e・・・・� 2・・・・・・� 1 議考� 

4・畢倭畢...3.ー量事事.2-ー・・・・� 1 構考

を
ふ



スカウト艶/指導者歴

路盤 !伸一一一一一……………一一一一一一一一一一一
日本連護憲機大会の奉仕懸/世界大会の拳加歴/指導者研議璽

援以下、可能な方は英締またはフランス語でご記入くだ、さい

ジャンボ、ヲーへの想い

第 1希議議滞‘分野

悲援護磯

部

部

部

第 2希望調帯・分野

悲翠動機

第 3希望部饗・分野

意望車競

{所属鹿 z地盤・県連盟の承認]
間接員長の承認

平成 年 月 詰
ボ…イスカウト 第 団富委員祭 時3

(地区の議蕗〉

平成 年 月 日
謀議 氏名 印 

l鞍叢援の承認、
県連盟コミッショナ}

平成 年 月 日
民裏嬰理事長

印

印

※蓮務先の勤務先ー携欝翻百・メ吋レアドレス等について、名簿に鵠載するこ乏に同意されない場合には、 
f掲載否」とど記入ください。
ご記入いただいた掴人情報につきましては、 JDTIこ就結いただきました皆様に、チ…ム員相互の議籍のた

めの名簿の{骨業、および大会のサ}ピス、活動靖報、安全管職等iこ関する情報を提摂するために使用させてい
ただく場合がありますのでご了承くださし L

また、強入増報の保全・安全管理につきましては、個人情報保護訟に法づき遥明広取り扱い、式会終了後出患や

二かに露棄させていただきます。

巧
品


