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韓国スカウト連盟からのメッセージ 

スカウト仲間の皆さん、こんにちは。 

韓国スカウト連盟にとって、「Draw your Dream」の挨拶を送り、

2023年に韓国に来られる皆さんを温かくお迎えできることを最

も誇りに思う瞬間です。 

韓国スカウト連盟は「第25回世界スカウトジャンボリー」の招致

決定後、「第25回世界スカウトジャンボリー」の支援に関する

特別法について韓国政府と綿密な協議を行い、2018年12月18

日に大韓民国国会で承認を得ました。 

特別法に基づき、韓国政府は第25回世界スカウトジャンボリーが

成功裏に開催されるよう、包括的な政策を策定・実施し、支援計

画を作成します。第25回世界スカウトジャンボリーの準備を成功

させるため、組織委員会が設立されました。 

韓国スカウト連盟と組織委員会は、第25回世界スカウトジャンボ

リーの参加者全員を、安全・安心・笑顔になる最高の環境である

セマングムでお迎えするために準備を加速させています。 

"Draw your Dream"（あなたの夢を描こう）は、数年前に宣言した

ジャンボリーのテーマであり、すべての各国連盟とそのメンバー

によって世界的に知られるようになりました。更にドリームシード（）

夢の種）コンセプトは、各国のすべての年齢のスカウトのため、ス

カウティングに対する自分の考え、願望や夢を支援するための機

会を提供します。  

 

ジャンボリーのスケジュール（2023年） 

 

ドリームシードは、企画部門を通して共有され、あなたの貢献として

認められ、ユース・プランニング・チームとジャンボリー・プランニン

グ・チームにより慎重に検討され、関係分野に加えられることを保証

します。 

ジャンボリーのプログラムは、教育的なモデルと楽しいチャレンジを

備えた、あらゆる背景を持つ若者に適したユニークなものとなります。

活動は、ジャンボリー会場内だけでなく、ジャンボリー会場外でも行

われます。 

歓迎の言葉を終える前に、ジャンボリーがCOVID19のすべてのプロ

トコルが適用された安全なイベントとなり、韓国はすべての参加者を

受け入れることができるようになります。勇気と備えでセマングムで

の第25回世界スカウトジャンボリーに自信とスカウト精神を持って参

加する準備をしてください。 

私たちは、暖かい歓迎により韓国で皆さんにお会いし、最大のスカ

ウトフェスティバルを記念するために「D」の日を待っています。 

ハッピー・スカウティング 

 

韓国スカウト連盟 

会長 カン テスン 

 

 

7月29～31日 8月1日(火) 8月2日(水) 8月3日(木) 8月4日(金) 8月5日(土) 8月6日(日) 

 
IST到着& 

訓練 

IST 

歓迎セレモニー 

 

 
派遣団到着 

ワールドスカウトセンター プログラム 

成人プログラム(IST, CMT) 

 
宗教儀礼 

文化交流 

プログラム 

歓迎 

レセプション 

開会式 

デイビジター プログラム 

 
サブキャンプ 

アクティビティ 

8月7日(月) 8月8日(火) 8月9日(水) 8月10日(木) 8月11日(金) 8月12日(土) 8月13～14 日 

ワールドスカウトセンター プログラム 

成人プログラム(IST, CMT) 

 

 
派遣団退場 

 

 
IST退場 

デイビジター プログラム  
閉会式 

サブキャンプ 

アクティビティ 

歓送 

レセプション 

* 1991年(17WJ)リユニオンが大会期間中に予定される 
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ドリームシード プロジェクト 

若者の参加を促し、ジャンボリープログラムの形成に若者に

協力してもらうために、ドリームシードプロジェクトでは、世界

中のスカウトに２５WSJに対するアイデアや夢を語ってもらっ

ています。ドリームシードは、2021年4月に公式ウェブページ

のリンクを通じて開始されました。

https://www.2023wsjkorea.org/_html/dreamseed.html 

若者たちは、このリンクから「スタート」ボタンをクリックするこ

とで、簡単にアイデアを共有することができます。 

プログラム、計画、ロジスティックス、施設、ＩＳＴなどに関す

るドリームシードのアイデアは、大会を改善し、若者のジャ

ンボリーの夢を実現するのに役立ちます。 

提出されたドリームシードアイデアは、チーム・クラウドと呼

ばれるユース・プランニング・チームで検討され、最も優れた

アイデアをジャンボリープランニングチームの適切な部門と

共有することで、セマングムでどのように実行できるかを検

討します。 

ドリームシードのアイデアは、そのアイディを応用して実現

するために、第25回世界スカウトジャンボリーの1年前であ

る2022年8月が応募の締め切りとなります。 

 
 

 

ジャンボリー派遣団の編成方法 

• 各国スカウト連盟が派遣団を送ることに
同意する 

世界スカウトジャンボリーに向けての最初の重要なステッ

プは、各国スカウト連盟（NSO）として派遣団を送ることを決

定することです。世界スカウトジャンボリーでは、参加者の

募集、資金調達、ロジスティックの計画など、国レベルでの

相当な努力が必要となります。 

• 派遣団長の選任と登録用紙の提出（済） 

派遣団長は、派遣団が安全で価値のある楽しいジャンボリー

体験ができるようにする責任を負う重要な役割です。派遣団

長の選出方法は各国スカウト連盟によって異なりますが、す

べての連盟に、実績のあるリーダーであり、国際的な環境で

のスカウト活動の経験があり、自分の役割を果たすために時

間を割ける人を任命することをお勧めします。派遣団長を任

命したら、指定登録フォーム（付録1-1）に記入して組織委員

会に提出してください。【日本連盟は登録済】 

まだ派遣団長を任命していない連盟がありましたら、任命を

急ぎ、組織委員会にフォームを送ってください。 

• 派遣団本部（CMT）の編成 

派遣団の編成と管理は重要な任務です。各国派遣団は、

派遣団本部（CMT）を構成するメンバーを募集することをお

勧めします。CMTは、財務管理、海外旅行、若者のケア、

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

グループです。 

3 
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また、派遣団本部は、性別や年齢に関係なく、すべての若

い成人が将来のリーダーとして育成される理想的な機会と

なります。派遣団本部員の人数は、派遣団の参加者数に

応じて制限されます。大会情報第１号の表（5ページの

Contingent Management Team）を参照してください。 

• 派遣団登録用紙の記入と提出 

次のステップは、派遣団登録フォーム（付録1-2）に記入して

提出することです。このフォームは、派遣団の内訳やジャンボ

リーの参加費の支払いの基礎となる各国スカウト連盟派遣団

のコンテントの規模を確認するものです。この登録フォームの

提出期限は2021年12月31日です。なお、9人のスカウトと1人

のリーダーで1つのパトロール（班）を構成し、4つのパトロール

で1つのユニット（参加隊）を構成します（例：1つのユニットは

36人のスカウトと4人のリーダーで構成されます）。 

* 上記のサイズよりも小さいユニットは、他のパトロールや他の

国のユニットと一緒にグループ化されます。 

* スペシャルニーズを持つ指導者やスカウト、その他の正当な理由に

より編成の変更が必要な場合は、組織委員会にご相談ください。 

 
• 予算を見積もり派遣団費用の算出 

次の段階では、コンティンジェントの予算を準備します。組織

委員会から請求されるジャンボリー費用に加えて、旅費、保険

料、準備会議費、機材の発送費など、さまざまな費用が必要

になります。すべての費用を予算化したら、派遣団の参加スカ

ウト、参加隊指導者、ＩＳＴメンバー、派遣団本部員の人数を決

定し、派遣団の費用を設定します。 

• 各国でのプロモーション開始 

ここまで進むと、スカウトや指導者にジャンボリーへの関心

を持ってもらうために、各地や全国的なプロモーションを開

始する時です。プロモーション資料は、各国派遣団長の

Facebookグループからダウンロードできます。プロモーショ

ンやコミュニケーションに関するその他のご質問は、組織委

員会までお問い合わせください。 

 

参加者登録 

参加者の登録スケジュールは次の通りです。 

▶ 2021年11月 
オンライン登録システム運用開始 

▶ 2021年12月 

派遣団登録フォーム締め切り 

各国派遣団割り当て決定 

▶ 2022年8月 
オンライン登録システム締め切り 

 
 

 

• ジャンボリー参加費（韓国ウォン） 
 

WOSM 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 

参加スカウト、参加隊指導者、IST, CMT 

合計 予納金 残額 

D 
1,030,000 

(≒USD 900) 

300,000 

(≒USD 262) 

730,000 

(≒USD 638) 

C 
570,000 

(≒USD 500) 

200,000 

(≒USD 175) 

370,000 

(≒USD 325) 

B 
350,000 

(≒USD 300) 

100,000 

(≒USD 87) 

250,000 

(≒USD 213) 

A 
120,000 

(≒USD 100) 

50,000 

(≒USD 44) 

70,000 

(≒USD 56) 

* 支払いが遅れた場合、初回入金額と残金に対して10％の追加料金が発生

します。 

* ジャンボリー参加費は、2021年5月12日にScoutPak Circular24/2021で発表

され、以下の内容が含まれています。 



#DrawYourJamboree 
Bulletin #02 AUGUST 2021 

5 

 

 

 
 
 

▶ 一人用テントとスリーピングマット 

▶ 8月1日の夕食から2023年8月12日の朝食までの食事 

* ISTは7月29日の夕食から2023年8月13日の朝食まで 

▶ 調理器具 

(ナイフ・フォーク・スプーン等カトラリーと皿等の個人用品

を除く)  * 詳細は今後発表 

▶ 参加隊キャンピングキット（タープ、テーブル、椅子） 

▶ 登録キット : ネッカチーフ、参加ワッペン、ＩＤカード 

▶ 輸送（交通） 

(仁川国際空港↔ ジャンボリー会場) 

• 支払い 

▶ 2022年1月 予納金請求書発行 

▶ 2022年3月 予納金支払い 

▶ 2022年9月 残額請求書発行 

▶ 2022年12月 残額支払い 

ジャンボリーの参加費は韓国ウォンでお支払いください。登録

された各国スカウト連盟には、予納金支払い用と残額の支払

い用の２通の請求書が届きます。支払いが完了したら、各国

スカウト連盟は送金証明書のコピーを 25wsj@scout.or.kr に

送付する必要があります。支払い期限を過ぎますと、10％の

追加料金が発生しますので、各国スカウト連盟には追加料金

を含む別の請求書が届きます。 

• 返金の方針 

1. 返金の方針 

返金は、各国スカウト連盟の責任者または国際コミッショ

ナーが連盟の承認された割り当て、または登録数の削減

を要求した場合に限り、連盟レベルで検討されます。返金

は、予納金、サーチャージ、および払い戻しプロセスで発

生する費用を差し引いた後、韓国ウォンのみ各国スカウト

連盟に直接行われます。 

 

2023年1月31日以前 2023年2月1日以降 

最大5％の割当人数減少 割当人数の減少なし 

* 返金請求日は韓国時間になります。 

 
【例】87人のメンバーを登録した「カテゴリーC」の派遣団が2023年1月31日まで

に返金を申請した場合、4人分の支払いに対してクレジットが付与され、1人あた

り37万ウォン、合計148万ウォンとなります。 

*(570,000ウォン-200,000ウォン)×4人(87×5%=4.35) 

2. COVID-19の状況 

組織委員会は、COVID-19の状況を韓国と世界の両方で監

視し続け、WOSMのメンバーにどのような影響があるかを

評価しています。ワクチン接種率が上昇し、COVID-19の深

刻な症例が減少していることから、楽観的な兆しが見えて

います。韓国政府は現在、ワクチンを接種した低リスク国

からの旅行者に対して検疫を免除しています。私たちは、

パンデミックの最悪の事態は2023年には収まると楽観的に

考えていますが、COVID-19の蔓延を防ぐために、適切な

標準作業手順を確実に実施するよう努めていきます。 

いつものように、最善のアドバイスは、あなたの国の保健

省の指導に従うことです。すべての参加者は、COVID-19

のすべてのプロトコルを遵守して韓国に入国する必要があ

りますが、これは入国日時点でのそれぞれの国の政府と韓

国政府の両方の方針に従ったものです。韓国政府の政策

によりイベントがキャンセルされた場合、返金手続きに発生

する費用を差し引いた上で、代金が返金されます。 

3. 潜在的なリスク 

組織委員会がコントロールできない潜在的なリスクや事象

（テロ行為、自然災害など）によりジャンボリーが中断され

た場合、組織委員会は支払われた料金を返金しません。 

組織委員会は、第25回世界スカウトジャンボリーに参加す

る参加者のビザ申請が却下された場合は各国スカウト連

盟から提出されたクレジットや返金の要求を審査します。 

参加者が、適切な政府当局が定めた申請手続き、期限、

またはプロセスに従わなかったために、ジャンボリーへの

参加のためのビザが拒否された場合、返金は考慮されま

せん。このような場合、関連する証拠を提出する必要が

あります。 
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10月24日(日) 
(Inter-America) 

日本・韓国時間 08:00-10:00  
Session 3 

GMT 23:00(-1)~01:00 

Korea 12:00~14:00  
Q&A session 

GMT 03:00~05:00 

 
 
 

第１回派遣団長会議 

2023年の世界スカウトジャンボリーに向けた第1回派遣団長会議は、

COVID-19パンデミックにより、2021年10月22日から24日まで、オン

ラインプラットフォームを介してバーチャルに開催されることになり

ました。 

2021年9月30日までに、ジャンボリー関連のプレゼンテーショ

ンビデオクリップをアップロードします。ビデオをご覧になった

後、各国派遣団長は、2021年10月8日までにジャンボリープ

ランニングチ－ムに質問書をEメールまたはGoogleフォーム

で提出してください。 

第１回派遣団長会議では、収集した書面による質問に基づき進め

られ、追加の質問があればミーティング中に質疑応答を行います。 

各国スカウト連盟は3人の代表を第１回派遣団長会議に参加させる

よう要請されており、同会議の模様はオンラインでライブストリーミ

ングされます。. 

 

[派遣団長会議スケジュール] 

▶ 2021年8月30日 

派遣団長会議参加者登録フォーム締切 (Appendix 2-1) 

* 登録フォームは派遣団長の承認が必要となります。 

 
▶ 2021年9月30日 

プレゼンテーションのビデオクリップを派遣団長の

Facebookグループでアップロードします。 

▶ 2021年10月8日 

プレゼンテーション ビデオクリップを見た後の質問書の 

提出 

▶ 2021年10月22日-24日 
第１回派遣団長会議バーチャルミーティング 

 

オペレーション-Ｋ 

オペレーションＫの目的は、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

ーに参加する機会を得られるようにすることです。オペレー

ションＫ連帯プログラムでは、各国連盟あたり最大１人のリ

ーダーと９人のスカウトがジャンボリーに参加できるよう支

援します。組織委員会は、連帯基金の支援を受けたスカウ

トに提供される施設や経験が、他のすべてのジャンボリー

参加者のものと同じであることを保証します。 

この連帯プログラムは韓国政府の支援を受けており、それ

に関連していくつかの厳しいポリシーがあります。その会

計システムによれば、登録された受益者は変更できません。

そのため、各国スカウト連盟はプロセスの中で誰が選ばれ、

登録されるかに細心の注意を払う必要があります。選ばれ

た人が帰国した後、NSOの理事長または国際コミッショナ

ーは、無事に帰国したことを確認するために、署名入りの

手紙を組織委員会に送ることが求められます。 

10月22日(金) 
(Asia-Pacific, Arab, Eurasia) 

日本・韓国時間 14:00-16:00  
Session 1 

GMT 05:00-07:00 

Korea 18:00-20:00  
Q&A session 

GMT 0:00-11:00 

10月23日(土) 

(Europe, Africa) 

日本・韓国時間 17:00-19:00  
Session 2 

GMT 08:00~10:00 

Korea 21:00~23:00  
Q&A session 

GMT 12:00~14:00 
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▶ 対象者：各国連盟あたり指導者１人、スカウト９人 
- １人の指導者は、英語、フランス語、韓国語のいずれかで流暢にコミュ

ニケーションができ、若い人たちの面倒を見ることができる人 

- 9人のスカウトは、経済的に困難な状況にあり、優れた

スカウト精神を発揮する者。 

▶ 特典：往復航空運賃と大会参加費免除 

▶ スケジュール 
- 2021年10月 

詳細情報の提供 

- November 2021年11月 

オペレーションＫの登録開始 

- March 2022年3月 

オペレーションＫの登録締切 

-  2022年9月から12月 

フライト情報提供と航空券提供 

- August 2023年8月 

受益者の帰国を確認するための手紙の送付 
 
 
 

 

ジャンボリーサイトのレイアウト 
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公式エントリー（入出国）ポイントと 

ジャンボリー会場への交通 

• エントリーポイント: 仁川国際空港 (ICN) 

私たちの公式エントリーポイントは仁川（インチョン）国際

空港（ICN）で、国際貨物ではトップ３、国際旅客ではトップ

５にランクインしているハブ空港です。また、今日では世

界の空路をつなぐ重要な空港として認識されています。仁

川空港は、空港サービスランキングで１２年連続１位を獲

得しており、ジャンボリーの参加者をお迎えするのに最も

ふさわしい空港だと考えています。 

空港には２つの異なるターミナルがあり、ジャンボリープラ

ンニングチームチームは入退場の際にそれぞれのターミ

ナルにブースを設置します。ＩＳＴは派遣団に空港施設や

ジャンボリー会場への交通手段を案内します。 

参加者の皆様には、2021年11月に開設予定のオンライン

登録システムに、フライトスケジュールを含む旅の詳細を

登録していただきます。エントリーや交通手段の詳細につ

いては、次のニュースでお知らせします。 

• 仁川国際空港(ICN)とジャンボリー会場の距離 

- 空港からジャンボリー会場: 280 km 

- 車での移動: 3時間30分 

- バスは高速道路のレストエリアで１回休憩 

 
荷物輸送 

 

多くの参加国派遣団は、派遣団本部の運営や他の参加者

への支援を円滑に行うために、展示や本部、フードハウス

などの設備や資材を送る必要があります。ジャンボリー会

場の指定された場所に間に合うように、パレットや20フィー

トコンテナのみを使用した貨物輸送を行うことをお勧めしま

す。 

貨物の輸送に関する制限を事前に十分に確認し、安全な

輸送のためにすべての貨物を適切に梱包する必要があり

ます。 

* パレットはプラスチックで梱包され、屋外で保管されるためフックが付いて

いなければなりません。 

詳細な情報は後日発表いたします。具体的な内容を知りた

いNSOは、組織委員会に問い合わせてください。 

フードハウス 

食べ物は、人々に新しい文化を紹介し、多様性と包括性を

促進する最も簡単で興味深い方法の一つです。過去の世

界スカウトジャンボリーでのフードハウスは、若者の参加者

から好意的な反応があったので、今回の大会でも多くの派

遣団本部がフードハウスの体験に参加してくれることを期

待しています。 

フードハウスはワールド・スカウト・センター近くの指定されたエリ

アに設置され、ジャンボリーの参加者やその他の来場者、ゲスト

にも楽しんでいただけるようになります。 
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the realities related to the division of Korea. 

 
 
 

組織委員会は、各加盟国との緊密な連携により、文化的

要素を反映した食材やテントの提供を支援する予定です。 

関心がある場合、25wsj@scout.or.kr までご連絡いただけれ

ば、当該連盟または派遣団本部に合わせたサービスをご提

供いたします。フードハウスのスケジュールは以下の通りで

す。 

 

 
 
 

 
日付 

 
内容 

 
2021年8月～ 

JPTと参加意向のある派遣団の 

本部員との話し合い 

 
2022年1月 

フードハウス運営方針の案内と 

登録開始のご案内 

 
2022年12月 

 
フードハウス登録締切 

2023年1月～4月 
飲食店許可証の申請 

（2ヶ月必要）と運営準備 

2023年7月最終週 
 

フードハウスの設置 

大会前後のアクティビティ 

派遣団本部が韓国を探索し、体験するには、12日間という期

間では十分ではないかもしれません。そのため、組織委員会は、

韓国の他の様々な地域を体験したいスカウトのために、大会前後

のアクティビティを計画しています。 

今回のジャンボリーでは、2つの異なるタイプのアクティビティが用

意されています。1つ目は、韓国人の家に泊まって韓国の生活を

楽しむホームステイです。しかし、COVID-19の流行により、現在は

ボランティアで家を提供してくれる家庭が少ないのが現状です。

組織委員会では、世界中の多くのスカウトが韓国で貴重な時間

を共有できるよう、より多くの家を登録できるよう最善を尽くします。 

 

2つ目のアクティビティは、「D（ドリーム）ツアー」と呼ばれるも

のです。各コンティンジェンツマネジメントチームが韓国で体験

したいテーマや希望に応じて、カスタマイズされたツアープロ

グラムを設計し、支援する予定です。ジャンボリー開催日の5

日前に事前研修のために韓国に入国する臨時運営チームに

対しては、大学寮などの適切な施設を手配します。また、平和

に関心があり、直接体験してみたいという参加者には、DMZツ

アーを設定することも可能です。このような大会前後の活動に

参加したい派遣団本部は、必要事項を記入した申込書を、

2021年12月31日までに25wsj@scout.or.krにご連絡ください。 

 

 

T wishes of what each Contingent Management Team 
would like to expe- rience in Korea. For Contingent 
Management Teams who enter Korea five DMZ tour for 
participants who are interest- ed in peace and would like 
to directly experience 

 

 



#DrawYourJamboree 
Bulletin #02 AUGUST 2021 

10 

 

 

 
 
 

ジャンボリープロモーション材料 

• プロモーション材料 

第25回世界スカウトジャンボリー組織委員会では、各国派

遣団の参加を支援するため、様々な種類のプロモーション

用材料を用意しています。世界スカウトジャンボリーを盛り

上げ、より多くの若者に参加してもらうために、ぜひ資料を

ご活用ください。 

 
1. プロモーションビデオ 

様々なタイプのプロモーションビデオが用意されています。

世界スカウトジャンボリーに参加したいスカウトにとって有

用な情報を提供しています。プロモーションビデオは、WSJ

のYouTube公式チャンネルでご覧いただけます。(ビデオに

アクセスしたいメンバーは、派遣団長クラウドのリソースセ

クションを参照するか、電子メール（25wsj@scout.or.kr）で

連絡してください）。) 

 
2. パンフレット 

このパンフレットはB5サイズでデザインされており、ジャンボ

リーの会場、期間、テーマ、プログラムのハイライトなどの情

報 が 掲 載 さ れ て い ま す 。 公 式 サ イ ト お よ び Head of 

Contingent cloudから、Adobe IllustratorおよびPDF形式でダ

ウンロードできます。印刷物の提供はありません。 

 
3. ロゴとデザインファイル 

世界スカウトジャンボリーの公式ロゴや、ロゴを使用した各

種デザインファイルは、公式ウェブサイトや派遣団長クラウ

ドからダウンロードできます。各国スカウト連盟は、サーキュ

ラーや公式ウェブサイトで提供される第25回世界スカウトジ

ャンボリーのブランドガイドを遵守しなければなりません。 

 
• 25WSJブランドガイドライン 

第25回世界スカウトジャンボリーの

ブランドガイドラインには、公式ロゴ

とその使用方法に関するすべての

情報が記載されています。各国ス

カウト連盟は、ガイドラインを遵守し

た上で、参加者募集のプロモーショ

ンや表示のために、非商業的な目

的でロゴを使用することができます。

(ロゴの使用についてご質問がある

場合は、Eメール（25wsj@scout.or.kr）

でお問い合わせください。) 

• ウェブサイト 

第25回世界スカウトジャンボリーの公式サイトは、英語、

フランス語、韓国語の3言語で、イベントの基本情報を提

供しています。 

 
• ソーシャルメディア 

第25回世界スカウトジャンボリーに関連する様々な情報や

興味深いコンテンツを発信するソーシャルメディアの公式

チャンネルをご紹介します。公式ウェブサイトで提供される

情報に加えて、韓国の文化、伝統、遺産などのトピックに

関するジャンボリー関連の最新情報、各国スカウト連盟の

派遣団長や世界スカウトジャンボリーの主要メンバーから

の挨拶の写真などをソーシャルメディアで確認することが

できます。下記のQRコードを読み取って、公式ソーシャル

メディア・チャンネルにご参加ください。 

 

 
 

 

 
 

 
25th World Scout Jamboree 

Brand Guidelines 
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ジャンボリープランニングチーム 

第25回世界スカウトジャンボリーの準備と開催を成功させ

るために、ジャンボリー・プランニング・チームの結成に向け

た最初のステップを5つの柱と22の分野に分けて、以下の

ようにまとめました。 

さらに、過去の世界スカウトジャンボリーや世界スカウト行事

で実質的な経験を積んだリーダーをジャンボリー・プランニン

グ・チームに招待したいと考えています。興味のあるリーダー

は、添付の申込書（付録2-3）に必要事項を記入し、2021年8月

31日までに所属の国の連盟を通じて組織委員会に送付してく

ださい。 

 

 

 
 
  

   キャンプチーフ    

ユース・ 

プランニング・チーム 
  

       
    

   副キャンプチーフ    

                

      
        

 
       

 
   

  

プランニング 
 

プログラム 
 

サポート 
 

ロジスティックス 
 

インフラ 

         

管理 
 場内プログラム１  ハブ・ 

オペレーション 
 

配給 
 キャンプサイト・ 

マネージメント 

         

運営・管理  場内プログラム２  サブキャンプ・ 

オペレーション 
 

輸送 
 

グリーン&クリーン 

         

PR・マーケティング  場外プログラム２  
ISTサポート 

 コンテナ・配送   

         

ゲストサービス  全体行事  
フード 

 便利施設   

         

展示 
   

セーフティ 
    

         

大会前後 

アクティビティ 

   
ホスピタル 
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第15回韓国ジャンボリー 

 (25WSJ プレジャンボリー) 

韓国スカウト連盟は、2022年夏に「第15回韓国全国ジャンボ

リー」を開催し、「第25回世界スカウトジャンボリー」の「プレ世

界ジャンボリー」として運営する予定です。 

 
• 概要 

-  期間：2022年8月2日～7日 

-  会場：全羅北道セマングム 

-  テーマ：Imagine your Dream 

-  参加者 

• スカウト: 12～17才 

• 指導者, IST, 派遣団本部員: 18才以上 

-  ホスト：韓国スカウト連盟 

- 運営：25WSJ組織委員会 

 

• 申込み方法 

- 別紙「代表団登録書」（別紙2-4）に必要事項を記入し、送付してく

ださい 

- 詳細な登録情報は後日お知らせします。 

 
• 参加費 

- スカウト・指導者・派遣団本部員: 200,000ウォン 

- IST : 100,000ウォン 

• スタディビジットの機会 

第15回韓国ジャンボリーでは、2022年8月2日から5日まで開

催されるプログラムに合わせて、派遣団長や派遣団本部の

主要なリーダーがジャンボリーに招待され、現地の文化、遺

産、経済などを学びます。これにより、参加者は韓国とジャン

ボリー周辺地域について理解を深め、各国スカウト連盟は第

25回世界スカウトジャンボリーでの派遣団の計画を立てるこ

とができるようになります。 
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