第 17 回日本ボーイスカウトジャンボリー
派遣団・派遣隊報告書

日本ボーイスカウト新潟連盟
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会場の夜空

感謝
日本ボーイスカウト新潟連盟
１７ＮＳＪ派遣団長

荒井誠治

お陰様で石川県の能登半島の先端にある町、珠洲市で８月４日～９日の期間行われた第１７回日
本スカウトジャンボリー（１７ＮＳＪ）に、１１３名の派遣団・派遣隊・富山県連と合同で担当し
たサブキャンプの施設管理班・日本連盟のＪＤＴ（ジャンボリー・デリバリーチーム）やＩＳＴ（イ
ンタナショナル・サービスチーム）の皆さんと共に参加して参りました。
もっとも、施設管理班やＪＤＴのみなさんにはこの期間以前に入場し、各種準備をして私たちを
迎えて頂きました。また、閉会後はすべての派遣隊が帰路について、後片付けをしてからの出場と
なって、大会期間中の炎天下の長時間の作業とともにたいへんお世話になりました。
さて、県内各地を出発した派遣隊の３台のバスが集合して、最後の参加者が乗車する上越市の大
潟ＰＡで行った結団式で、
「みんなで元気に行って無事に帰って来ましょう。楽しいことをいっぱい
体験して、そのお話を書いて聞かせてくださいね。それを保護者のみなさんや、参加を支援して下
さったみなさんに報告書として伝えたい」とお願いし、その約束でこの報告書が作られています。
大会期間中に、アリーナで朝の各国の国旗を掲揚する儀礼に参加し続け、以前のジャンボリーな
らベンチャーの掲揚奉仕隊がしていた掲揚を任せて貰った話や、原隊の獅子舞の衣装を持っての参
加で、派遣団本部前の広場で演じますと言った話を隊長から聞ました。それをスカウトたちはどん
な風に書いているでしょう。次回のジャンボリーではステージで郷土芸能の獅子舞が演じられたら
良いなぁと、みなさんが継続して継承活動をしてくれることを楽しみにしています。
また、特筆すべきは、１２年前の２００６年、同じ石川県珠洲市を会場として行われた第１４回
日本ジャンボリー（１４ＮＪ）の際に新潟でホームステイをしたサンフランシスコ・ベイエリア１
２隊のみなさんの新潟来訪（再訪）があったことです。
新潟地区のみなさんにはホームビジットを担当して頂きました。先立つプログラムでは、新潟派
遣隊第１隊の有志のみなさんや新潟青陵大学ボランティア部のみなさんに市内散歩をお願いしまし
た。急に発覚した新潟来訪計画にてんやわんやの中、快く対応してくださったみなさんに感謝申し
上げます。７月２１日～２３日までの駆け足の来訪でしたが、ジャンボリー期間中は新潟派遣隊第
１隊と一緒のテントサイトでのキャンプ生活でさらなる交流、友情は深まったでしょうか？
ご協力を頂いた多くのみなさんには本当にありがとうございました。先発・途中交代・後発のス
タッフ指導者の人員輸送車両の運転を担ってくださったみなさんや、会場を訪問し激励してくださ
ったみなさん、輸送車両を提供してくださったみなさんに感謝致します。また、会場で使用する各
種資材を、事前にコンテナへ搬入し、帰ってきたコンテナからの搬出にあたっても、多くのみなさ
んのご協力をいただきました。
本当にありがとうございました。重ねて感謝申し上げます。

■．第 17 回日本スカウトジャンボリーの概要
（一部、ジャンボリーインフォメーションや事前にインターネットで公開され、会場で配布されたハン
ドブック、第 17 回日本スカウトジャンボリー基本実施要項から抜粋して紹介しています。）
・名称の変更
第 17 回日本スカウトジャンボリーは、日本のスカウト連盟創立 100 周年を迎える 2022 年に
向けて、国内スカウト運動のさまざまな課題に取り組む大会として認識し、第 18 回大会以降も続
けていく新たなジャンボリーとして、参加形態の変更、プログラムや大会運営方法の見直し等に取
り組み、新たな意義を感じさせるために「スカウトジャンボリー」に名称を変更しました。
本大会に参加する青少年たちが、平素培ったスカウト訓練を基盤に、国内外のスカウト仲間との相
互交流を通じて、日本連盟創立 100 周年を目指した長中期計画にある、冒険的で楽しい野外活動を
行いながら奉仕活動に励む「活動的で自立したスカウトを育てる」ことを目指します。
・会 期
2018年8月4日（土）〜10日（金）6泊7日

・会 場
石川県珠洲市蛸島町「りふれっしゅ村 鉢ヶ崎」

・テーマ 「冒険 〜能登のチカラ未来へ〜」
本大会は、日本連盟創立100周年となる2022年に向け、参加者がこの大会でのさまざまな冒険に
より、大きく飛躍する機会として位置づけています。
開催地である能登は、長い時間をかけて自然と調和した、人の営みがつくりあげた里山里海として
高く評価され、世界農業遺産に認定されている地域であり、このすばらしい環境を有した能登の地
から、能登の力を活かした未来への冒険を行うことをテーマに、地域社会との連携を深める大会と
します。
・参加者数

・日程表と基本日課

・アクセスマップ

新潟から約400km、３つの新潟派遣隊は、それぞれの地区の出発地から貸切バスで往復しました。

・会場施設

新潟は富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重の９県連でサブキャンプ「チャレンジ」を構成

・珠洲市の気候（アメダス）
珠洲 2018年8月（日ごとの値） 主な要素
降水量(mm)
日
最大
合計
1時間
10分間
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
2
2
1.5
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
2.5
2.5
2

気温(℃)
平均

最高

最低

27.4
26.9
26.6
26.4
29.2
24.9
24.4
26.8
27.9
26.1

33.1
33.2
32.1
33.4
36.3
27.3
27.7
30
32.2
28.9

22.6
22.2
21.6
21.1
21.4
22.5
20.9
22.5
25.3
24.5

※大会期間中のアメダス珠洲の観測点の値です。
珠洲

8月

平年値（日ごとの値）
降水量
平均気温
要素
(mm)
(℃)
1981～
1981～
統計期間
2010
2010
資料年数
30
30
1日
2.3
25.5
2日
2.3
25.5
3日
2.4
25.6
4日
2.5
25.6
5日
2.7
25.6
6日
2.9
25.6
7日
3.2
25.6
8日
3.5
25.6
9日
3.8
25.6
10日
4.1
25.5

日最高気温
(℃)
1981～
2010
30
30.2
30.3
30.3
30.3
30.3
30.3
30.3
30.2
30.2
30.2

日最低気温
(℃)
1981～
2010
30
21.5
21.5
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6

日照時間
(h)
1987～
2010
24
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.8
6.8
6.7
6.6

※（参考）アメダスから得た珠洲の過去の平年値です。
・参加隊の移動
３つの参加隊は、下越地区、新潟地区、中越地区を中心に構成され、各地区が指定した集合場所
からそれぞれ貸切バスで移動、北陸道米山 SA で集結、大潟 PA で上越地区の参加者と合流し結団
式を行い会場の石川県珠洲市へと向かいました。
（先発後発のサブキャンプ要員および途中交代者はワゴンを借用し送迎を行いました。）
・資材、機材の運搬
JR コンテナ２個を利用（概ね満杯でした。
）
（参考諸元）１９Ｄ型（5ｔコンテナ、両側面開き）
幅

３．６４２ｍｍ

× 奥行

２．２７５ｍｍ

開口

３．６３５ｍｍ

× ２．１８７ｍｍ

×

高さ

２．２２５ｍｍ

・参加隊の構成
ジャンボリーの名称変更の項に記述したとおり今回のジャンボリーから「参加形態」の変更があ
りました。（基本実施要項から抜粋します）
隊班の編成：１７ＮＳＪでは、自団の隊のままで参加できる方式を採用する。従前の派遣隊参加方式の場合
には、引率する指導者が限られ、各隊では別に隊キャンプを計画するために指導者の関心が薄
らぎ、隊や団でジャンボリーが話題とならない現状があり、また、加盟登録人数の減少により
代表スカウトの選抜も形骸化している。１７ＮＳＪ以降、自団の隊のままで参加できる方式を
取り入れることで、希望するすべてのスカウトが自団の指導者と一緒に参加できるようになり、
ジャンボリー参加に向けて団や隊が盛り上がり、中途退団者の抑止やカブスカウトの上進率向
上に期待している。また、小規模人数の団においては、近隣の団と混成の隊を編成し、複数班
での活動を体験できる機会とする。

この参加方式の変更から、各団の意向を調査し、しかし各団の事情を考慮し、概ね近隣の団＝地
区の単位で混成の隊の編成をして頂きました。また、生活エリアのサブキャンプでは派遣隊のサイ
トを県単位でまとめて頂いた結果、40 人という枠にとらわれず、サイトの境界を派遣隊同士で話し
合いで決定できる環境が生まれました。但し、少人数だった新潟第 1 隊のサイトには、大会前に新
潟を訪れたサンフランシスコベイエリア１２隊が同居し、ほぼ同規模のサイトとなりました。また、
参加を希望する女子スカウトに対して引率の女性指導者が不足し、第 1 隊の女子スカウトは日中の
活動は第 1 隊の原隊の班で一緒に活動を尊重し、その他の生活は第 2 隊の女性指導者にゆだねるこ
ととしました。
・その他の要員
参加隊の他、ジャンボリーには派遣団本部、大会運営スタッフがあります。大会運営スタッフは
生活エリアのサブキャンプの運営と、ジャンボリー全体の運営に係わる要員がいます。
サブキャンプでの運営スタッフは、各県ごと業務が割り振られ、新潟連盟は富山連盟と共に施設
管理の業務を担当しました。
ジャンボリー全体の運営に係わる要員としてのお手伝いは、大会以前の段階から担当部門の企画
計画を担当するジャンボリーデリバリーチーム（JDT）と大会期間中に業務を担当する国際サービ
スチーム（IST）への参加がありました。

・新潟第１隊
No.

役

務

氏 名

1

隊長

牧島

宏之

2

副長

杉山

剛

3

副長

長谷川

4

副長

5

所属団／隊

性別

阿賀野第 1 団

男性

中条第 1 団

男性

一貴

新発田第 1 団

男性

手塚

均

阿賀野第 1 団

男性

副長

後藤

十司雄

阿賀野第 1 団

男性

6

上級班長

江口

恵輔

阿賀野第 1 団

VS

男性

7

班長

田辺

健

阿賀野第 1 団

BS

男性

次長

深澤

育未

阿賀野第 1 団

BS

男性

8

バ

9

ッ

清野

華

阿賀野第 1 団

BS

女性

10

フ

田島

慶大

阿賀野第 1 団

BS

男性

11

ァ

坂井

皆理

阿賀野第 1 団

BS

男性

12

ロ

丸山

汐凰

阿賀野第 1 団

BS

男性

13

｜

青田

倖弥

阿賀野第 1 団

BS

男性

14

班

中村

紘太

中条第 1 団

BS

男性

皆川

雛香

中条第 1 団

BS

女性

班長

佐藤

崚介

阿賀野第 1 団

BS

男性

次長

菅井

星陽

阿賀野第 1 団

BS

男性

田村

怜欧

阿賀野第 1 団

BS

男性

涌井

大河

阿賀野第 1 団

BS

男性

樋口

龍青

阿賀野第 1 団

BS

男性

山崎

陽久

新発田第 1 団

BS

男性

佐久間

葵

新発田第１団

BS

女性

渡邉

朱生

新発田第１団

BS

女性

15
16
17
18
19
20
21
22

イ
｜
グ
ル
班

23

備 考

※所属団／隊の列の VS はベンチャー隊（高校生年代）
、BS はボーイ隊（小学校６年生
から中学校３年生の年代）を表します。
（以下、同）
・新潟第２隊（新潟地区）
No.

役

務

氏 名

所属団／隊

性別

1

隊長

小林

基

新潟第 9 団

男性

2

副長

高橋

明日香

新潟第 5 団

女性

3

副長

遠藤

進

新潟第 7 団

男性

備 考

4

副長

佐久間

豊

中蒲原第 7 団

男性

5

副長

鈴木

隆之

新潟第 5 団

男性

6

副長

三浦

槇子

豊栄第 2 団

女性

7

副長

福田

秀樹

新潟第 15 団

男性

8

高橋

留衣

豊栄第 2 団

VS

女性

9

窪田

優輝

豊栄第 2 団

BS

男性

10

越中

小梅

豊栄第 2 団

BS

女性

11

鈴木

優里

新潟第 5 団

BS

女性

12

高橋

一世

新潟第 5 団

BS

男性

13

高橋

周平

新潟第 5 団

BS

男性

14

足立

舜

新潟第 5 団

BS

男性

15

手島

功遥

新潟第 5 団

BS

男性

16

石田

昂靖

新潟第 7 団

BS

男性

17

小林

勇貴

新潟第 7 団

BS

男性

18

大倉

寛生

新潟第 7 団

BS

男性

19

平田

純

新潟第 9 団

BS

男性

20

高野

葵

新潟第 9 団

BS

男性

21

渡辺

寛太郎

新潟第 9 団

BS

男性

22

加藤

凌

新潟第 15 団

VS

男性

23

二階堂

樹

新潟第 15 団

BS

男性

24

金子

智哉

新潟第 15 団

BS

男性

25

山本

流星

新潟第 15 団

BS

男性

26

川崎

白音

新潟第 15 団

BS

男性

27

駒形

和樹

新潟第 15 団

BS

男性

28

板垣

励

新潟第 15 団

BS

男性

29

三島

拓

新潟第 15 団

BS

男性

30

熊倉

慈音

新潟第 15 団

BS

男性

31

二階堂

晴

新潟第 15 団

BS

男性

32

福田

大耀

新潟第 15 団

BS

男性

33

吉川

匠

新潟第 15 団

BS

男性

34

宮下

隼

中蒲原第 7 団

BS

男性

35

佐藤

英鉄

中蒲原第 7 団

BS

男性

36

小林

大珂

中蒲原第 7 団

BS

男性

・新潟第３隊（中越地区・上越地区）
No.

役

務

氏

名

所属団／隊

性別

1

隊長

小林

裕人

長岡第 1 団

男性

2

副長

佐藤

智也

西蒲原第 7 団

男性

3

副長

山﨑

広信

長岡第 1 団

男性

4

副長

芝田

和弥

長岡第 3 団

男性

5

副長

鈴木

隆郎

長岡第 3 団

男性

6

副長

茨木

恵実

長岡第 10 団

女性

7

副長

大塚

祐基

長岡第 10 団

男性

8

小山

拓巳

燕第 1 団

BS

男性

9

山田

健太

加茂第 1 団

BS

男性

10

鈴木

愛唯

加茂第 1 団

BS

女性

11

中村

奈緒

加茂第 1 団

BS

女性

12

関根

奏太

加茂第 1 団

BS

男性

13

高橋

空

加茂第 1 団

BS

男性

14

酒井

史遠

加茂第 1 団

BS

男性

15

塩野

将仁

加茂第 1 団

BS

男性

16

山田

康太

加茂第 1 団

BS

男性

17

本間

海那

西蒲原第 7 団

VS

男性

18

石崎

智大

西蒲原第 7 団

VS

男性

19

藤原

宙士

西蒲原第 7 団

BS

男性

20

本多

迦一

西蒲原第 7 団

BS

男性

21

本多

喜一

西蒲原第 7 団

BS

男性

22

赤坂

響

西蒲原第 7 団

BS

男性

23

石崎

偉之

西蒲原第 7 団

BS

男性

24

長尾

智仁

長岡第 1 団

VS

男性

25

櫻井

俊司

長岡第 1 団

VS

男性

26

石黒

隆介

長岡第 1 団

VS

男性

27

中村

渓也

長岡第 1 団

VS

男性

28

水澤

大地

長岡第 1 団

BS

男性

29

水澤

海斗

長岡第 1 団

BS

男性

30

本間

健斗

長岡第 1 団

BS

男性

31

渡辺

優哉

長岡第 1 団

BS

男性

32

土橋

那由汰

長岡第 1 団

BS

男性

33

土橋

凛道

長岡第 1 団

BS

男性

備

考

34

渡辺

悠斗

長岡第 1 団

BS

男性

35

熊倉

祥平

長岡第 3 団

VS

男性

36

舩越

慎之介

長岡第 3 団

BS

男性

37

藤田

颯都

長岡第 3 団

BS

男性

38

長谷川

開

長岡第 3 団

BS

男性

39

坂牧

力希

長岡第 3 団

BS

男性

40

山本

翔瑛

長岡第 3 団

BS

男性

41

竹石

海都

長岡第 10 団

BS

男性

42

高橋

七宝

長岡第 10 団

BS

男性

43

加瀬

大雅

長岡第 10 団

BS

男性

44

横田

明日夢

小千谷第 1 団

BS

男性

45

佐藤

直哉

上越第 3 団

BS

男性

・派遣団本部スタッフ
No.

役

務

名

所属団／隊

性別

備

考

荒井

誠治

加茂第１団

2

岡本

学

豊栄第２団

外国隊対応

３

土田

高義

燕第 1 団

資機材担当

1

派遣団長

氏

・サブキャンプスタッフ（施設管理班）
No.

役

務

名

所属団／隊

性別

今井

浩二

加茂第１団

男性

2

藤塚

大造

新潟第７団

男性

3

加藤

一雄

新潟第７団

男性

4

松嶋

智也

上越第３団

男性

5

渡辺

慎也

小千谷第１団

男性

6

本間

博

西蒲原第７団

男性

1

副班長

氏

備

考

班長は富山連盟

・大会本部スタッフ
No.

役

務

氏

名

所属団／隊

性別

備

考

1

安全救護部

伊藤

聡

新潟第５団

男性

医師

２

広報部

大関

ゆかり

新潟第５団

女性

英語

４

広報部

大関

啓史

新潟第５団

男性

英語

５

(信仰奨励)

井上

法英

長岡第３団

男性

宗派からの参加

６

(信仰奨励)

捧

裕一郎

燕第１団

男性

宗派からの参加

・先発交代要員送迎、その他の支援スタッフ
No.

役

務

氏

名

所属団／隊

1

送迎

清水

修

県連事務局長

2

送迎

関

隆之

加茂第１団

３

送迎

西澤

哲司

西蒲原第７団

４

送迎

五十嵐

睦雄

新潟第１５団

性別

備

考

後方支援
本部設営撤営支援

新潟派遣第１隊

夢
夢は語るものではなく…
夢は見るものでもない…
夢は…叶えるものなのだ…
2018 夏
下越地区参加隊
隊長 牧島宏之

新潟派遣第１隊
（スカウト編）
第１７回日本スカウトジャンボリーに参加して

上級班長 阿賀野 1 団ＶＳ 江口 恵輔

まず、僕は３泊のキャンプしかしてこなかったため、1 週間も期間があるジャンボリーにはかなり不安
があった。単刀直入に言うと、ジャンボリーはとても楽しかった。僕の中でジャンボリーはかなりつら
いことが多いイメージだったが、そのイメージを覆したのは、１日目の開会式である。
今まで見たこともない人数のスカウトが集まり、今まで経験したことのないような規模のイベントは今
でもとても印象に残っている。中でも、新潟県連旗入場の場面と、最後の UNBRANFORD さんのライブは、
最高に盛り上がったと思う。
生活面では、１泊２日のキャンプと違い、長期のキャンプは快適に生活できるように改善をしていけ
たので、よかったと思う。スカウト達も日に日に考えて行動できるようになっていき、成長したと思う。
自分は、新潟３隊と交流しようとした時、人には言っておきながら自分は周りを見て考えて行動でき
ていたとは言えなかった。具体的には、計画不足や、そもそもその日に夜ごはんのメニューは時間がか
かるもので、交流会をやるという決断をしたことさえ良い選択だったのか、今考えると疑問が残る。個
人的には課題がみえたジャンボリーだったと思う。
そして、忘れてはいけないのはスカウト通信員として仕事ができたことである。宇宙飛行士の野口さ
んからは、質問こそできなかったものの、生でスカウトしての経験や宇宙飛行士としての経験を聞くこ
とができてよかったと思う。そして、自分の書いた記事がジャンボリー新聞に載ったのは、とてもうれ
しかった。自分はあまり文章を書くのは得意ではないが、スタッフの方々にアドバイスをしていただき、
記事を書き上げることができた。今まで体験したことがないようなことがたくさんあり、予想の何百倍
も楽しかったのがジャンボリーだった。欲を言うともっと小さい時に１回行っておきたかったなぁ。最
高の夏だった。閉会式の花火を僕は忘れないだろう。たぶん。

１７ＮＳＪを終えて

イーグル班班長 阿賀野１団ＢＳ 佐藤

陵介

自分は、今回の第１７回日本スカウトジャンボリーで多くの友ができました。なぜなら、色々な時、
色々な場所で出会った色々な人が仲良く接してくれたし、それに応えて自分も積極的に接することがで
きたからです。仲良くしてくれた友は日本人だけではありません。自分の生活したサイトにはアメリカ
のサンフランシスコ隊と同じサイトでした。なので色々な場面で仲良くしてくれました。
例えば、自分達とサンフランシスコ隊が初めて交流会を開いた２日目の昼の時はサンフランシスコ隊
の皆が「ポケモン」や「ワンピース」などの話を振ってくれたので会話もできて楽しかったです。そこ
で心の距離も近づき、午後は一緒にプラザまで買い物に行きました。そこでは人も多くサンフランシス
コ隊とは言葉が通じ合えなかったので大変でしたが、日本語を少ししゃべれるオースティンユーと上級
班長の力も借りてなんとかコミュニケーションがとれたのでよかったです。その日の夜は開会式があり
ました。アメリカ国旗の入場してきたときは、ここぞとばかりに盛り上がっていました。開会式の終わ
った後も自分達と一緒に「モウイッポ！モウイッポ‼」と楽しく盛り上がれました。
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後日、夜８時ごろ自分達も作業を終えたときにサンフランシスコ隊の方からトレードをしませんかと
いう流れになったのでサンフランシスコ隊の色々な人と交換できました。その時も「ポケモン」と「漢
字」がすごく人気があっておどろきました。
大集会では、最後のライブのときには自分達だけではなく他の県の隊とも肩を組んだり、跳んだり、
叫んだりして楽しく盛り上がりました。もちろん日本の隊とも仲良く接することができました。
自分は閉会式での諸旗降納の役割でした。その時一緒に降納してくれた東京の人とも仲良くしてもら
ったし、たくさんあるハッピーターンを近くにいる人に配ったり楽しい経験が積めてよかったです。
次のジャンボリーでも多くの友を作りたいです。

ジャンボリーに行って

イーグル班次長 阿賀野１団ＢＳ 菅井

星陽

８月４日土曜日、朝５時半、楽しみ半分、不安半分で市民病院に集まりました。集まった後、バスが
来てから、段ボールや、ジャグ、自分達の荷物をつめこんで、保護者の人たちに見送られながら出発。
バスの中では現地についたらまずどうするかなど役割分担を決めたり、しゃべったりしていました。そ
して、
石川県珠洲市のジャンボリー会場に到着。いよいよジャンボリー開催前日スタート。初日は、１５時か
ら設営開始。暑い中、皆手際よくテントをたてていました。ここで、明日の開会式リハーサルで、途中
で設営を抜けて、リハーサルに行きました。リハーサルでは、県連旗がないなど、トラブルもありまし
たが、しっかり出来たのでよかったです。かえってきてからは夕食でした。時間がない中、後藤副長の
助けもあって、おいしい夕食を食べることができました。
２日目は、サイト内をもっとよくするために、午前中は設営を行いました。昼はサンフランシスコ隊
と交流会をして、最後に神楽を舞いました。仲が深まったし、間違えずに会えたのでよかったです。そ
して、夜は、開会式がありました。自分は新潟県を代表して県連旗を運びました。とても緊張したけど
しっかり、堂々と運べました。最後に大会テーマソングを歌っている、アンブラフォードのライブを見
ました。皆とても盛り上がっていました。とても楽しかったです。３日目は、午前中大雨が降りました。
でも午後は晴れてプログラムの、マーキュリーに行くことができました。しかし、持ち時間などの影響
で何もできませんでした。４日目は、午前中に信仰奨励の日がありました。自分は曹洞宗に行ってきま
した。そして夜は大集会がありました。スカウトのショーや吉田山田のライブなどで盛り上がりました。
５日目は、ほぼ一日中プログラムでした。アースは、キムスをしました。ロープ、地図記号、野草の
名前を答えるものでした。残念ながら、上位には入れませんでした。ヴィーナスでは、サイバープログ
ラムについて話を聞きました。ウィルスやハッカーなどについて教えてもらいました。夕食はサンフラ
ンシスコ隊とパーティーをしました。作った夕食を見事全て完食。仲もより深まりました。６日目は、
朝の４時半に起きました。撤収に向けて、荷造りをしました。午前中はプログラムのサターンに行きま
した。ボルダリングをしてきました。うまくつかめずにすぐに終わったけど楽しかったです。午後から
は、フライ以外を全て片付けました。そして夜は閉会式がありました。次のジャンボリーの話、世界ジ
ャンボリーの話などとても盛り上げりました。
最終日は、朝早くから、コンテナに荷物をつめたりしました。そして、サンフランシスコ隊と県連本
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部で別れました。またいつか、一緒にキャンプをしたいです。怒られたりもしたけど、とても楽しいジ
ャンボリーになったと思います。今、
「一級」の人達には、自分達「菊」がいなくなっても、しっかり下
の班員を引っぱっていってほしいです。ジャンボリー楽しかったです。

ジャンボリーに参加して

イーグル班 阿賀野１団ＢＳ 田村

怜欧

一番記憶に残っているのは、大集会で先輩のテンションがものすごく高かったことです。それと、開
会式でもサンフランシスコ隊と一緒にものすごいテンションでした。先輩たちとサンフランシスコ隊の
頭の上の熱気がみえるような気がするほどすごかったです。閉会式の花火もきれいでした。今まで見て
きた中でも一番近い距離でみたので打ちあがってから爆発するまで見ることができました。新たな発見
は牧島隊長にきらいなものがあったことです。驚きました。トマトだそうです。今回のキャンプでトマ
トがでたけど隊長は食べていたのでよかったです。
ジャンボリー生活を振り返ると１日目、朝早くに家を出て集合場所に行きました。早起きは苦手なの
でつらかったです。前日にパッキングをしたので忘れ物がないか心配でした。実際はなかったので僕も
成長したと思います。バスで６時間かかって到着して計画よりまあまあついたのが早かったので、やる
ことも全体的に早くできたと思うので良かったです。２日目、サンフランシスコ隊の人とショップに行
きました。英語が難しくてあまり伝わらなかったみたいだったけどジェスチャーで何とか伝わったので
よかったです。かき氷もごちそうしてもらいました。英語をもっと勉強しよう思いました。開会式では
江口上級班長がユーチューブの配信で質問をされていました。夏の風物詩はそうめんと言っていました。
自分から率先して参加していたのですごかったです。
３日目、マーキュリーは何もできなかったですけど、早めに帰って洗濯をできたのでよかったです。
４日目、旗を揚げさせてもらいました。信仰が炎天下の中で話を聞いていたのできつかったです。あ
と、手塚隊長に教えてもらったロープをまとめる方法も知ることができてよかったです。ジャンボリー
を経験してこれからゴミの分別に気を付けようと思いました。早起きも大事だと思いました。

新たな挑戦 CHALLENGE

イーグル班 阿賀野１団ＢＳ 涌井 大河

２０１８年８月４日。とうとうこの日が来た。前日から準備をして、集合時間にしっかり行くことがで
きた。バスに乗ると会場に向かうにつれきんちょうしていきました。バスが止まり、にもつをかついで
会場に入りました。日本中のスカウトや外国のスカウトなどたくさんの人がいました。きんちょうしな
がらもドキドキやワクワクもしていました。ぼくのはじめてのジャンボリーが始まりました。
次の日、集まったスカウト全員がアリーナに集いました。開会式が始まります。開会式にはいろいろ
な人がステージにでました。スカウトの出し物やアンブラフォードさんなどが登場して、スカウト達も
さけぶくらい盛り上がってびっくりしました。ここで初めてジャンボリーがスタートしました。二日目
はプログラムがあり、テントサイトから出て、マーキュリーに向かいました。マーキュリーでは、
「那須
与一」をしようとならんだもののすごくこんでいて、行くことはできませんでした。四日目は宗教儀礼
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や大集会などのイベントに行きました。宗教儀礼では暑い中いったので、はだが燃えそうでした。大集
会ではものすごい方が来ていて、びっくりしました。皇太子様や野口さんが登場して自分も盛り上がり
ました。５日目には、アース、ヴィーナスのプログラムがあり、それぞれの場所に行き、キムスとサイ
バーセキュリティーサバイバルをしました。６日目には、サターンのプログラムがあります。このプロ
グラムはボルダリングをしました。一番むずかしいレベル４をクリアできてよかったです。そしてこの
日には閉会式がありました。閉会式には表彰式などが行われました。アイドルが登場して盛り上がった
り、花火をみんなで楽しんだり、最高の閉会式になりました。
思うと、すごく長いようで短いようなジャンボリーでした。友達もたくさんつくれました。アリーナ
に集まるときはみんなで盛り上がることができました。また新たな扉に向けて努力していきたいです。
そして、４年後の東京で行われるジャンボリーにもチャレンジしていきたいです。

楽しかった第 17 回日本スカウトジャンボリーin 石川

イーグル班 阿賀野１団ＢＳ

樋口 龍青

８月４日～１０日に石川県で日本ジャンボリーがありました。会場には世界各地から約１万３千人も
集まりました。予想以上にいたのでおどろきました。開会式は、２日目に行われました。すごく盛り上
がっていたので楽しかったです。３日目にジュピターとマーキュリーがありました。マーキュリーには
行けなかったけど、ジュピターには行けたのでよかったです。４日目に宗教のやつがありました。自分
の宗教のことが分かったのでよかったです。５日目にアースとヴィーナスがありました。ヴィーナスで
はネットの怖さを知りました。これからは気を付けたいと思いました。６日目はサターンと閉会式でし
た。閉会式でもすごく盛り上がってました。閉会式もすごく楽しかったです。
この他にもショップや交流会もありました。ショップでは欲しい物が売り切れで買えませんでした。
交流会では、４人くらいの人とこうかんしました。４年後のジャンボリーも行きたいです。

今回の NSJ を通して

イーグル班 新発田１団ＢＳ 山崎

陽久

ぼくは今回の NSJ「17NSJ」に参加しました。出発前の気持ちは、ドキドキしたり、ワクワクしたり、
少しだけ不安な気持ちもありました。１日目は会場に到着したら、すぐ設営を始めました。とても暑い
なかでの設営はとても大変でした。２日目の開会式が楽しみでした。２日目は主に開会式がありました。
開会式では、会場にいる全員が盛り上がってとても楽しかったです。３日目は初めて場外プログラムが
ありました。海の場外プログラムに行ったけれど、人数が多くてとても並んでいたので、できませんで
した。少し残念でした。４日目は大集会がありました。大勢に人が集まって、楽しみました。大集会が
終わるのが夜おそかったので、最後はねむくなりました。次の日のプログラムが楽しみでした。
５日目には２つの場外プログラムに参加できました。１つは「挑戦！究極キムス」という場外プログ
ラムで、もう１つは「君は生き残れるか？サイバーセキュリティーサバイバル」という場外プログラム
でした。どちらも楽しかったです。６日目は場外プログラムでボルダリングをしました。難しかったけ
ど、楽しかったです。閉会式がありました。次の NSJ「18NSJ」の場所の発表がドキドキしました。
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７日目は新潟に帰りました。家に帰るまでのバスにいる時間はワクワクしました。家に帰ったら母に
NSJ のことをたくさん話せてうれしかったです。この活動を通して思ったことは、阿賀野の人と仲良くな
れてうれしかったこと、知らない人とたくさん交流できてよかったということ、不便なときでも楽しく
過ごせるということを学んだこと、仲間といるととても楽しかったということです。不便な生活が長く
続いても、あきらめずに楽しく過ごすということを学んだので、今後の活動にいかしていきたいです。

日本ジャンボリーの思い出

イーグル班 新発田１団ＢＳ 佐久間 葵

８月４日から、８月１０日まで４年に一度の日本ジャンボリーが開さいされました。それは、とても
大きく１万３千人で石川県の珠洲市でキャンプをしました。それはとても楽しいキャンプでした。
朝は、とても早く、４時に起きました。バスに荷物がはいりきらなくて、一番うしろの５つのいすにみ
んなの荷物をおきました。バスの中はとても楽しかったです。７時間くらいバスに乗っていました。
珠洲には２時ちょっと前につきました。１日目は、いそいでテントをたてて、ごはんを食べました。２
・３・４・５・６日目もとても楽しかったです。開会式は夜やりました。くらいはずなのに辺りはとて
も、明るかったです。夜は、すずしいはずなのに、とても暑くてまぶしかったです。次の日は、プログ
ラムがはじまりました。マーキュリーでした。そのほかにもいろいろなプログラムがあり、とても楽し
かったです。いろいろなゲームもありました。
そのあともいろいろなたいけんをして、６日間をすごしました。とても楽しく終わることができました。
東京のジャンボリーがたのしみです。

１７ＮＳＪの感想

イーグル班 新発田１団ＢＳ 渡邉

朱生

私は、この１７ＮＳＪで２ついいけいけんをしました。
１つめは、友達です。私は、最初自分から友達を、作ると決めていたけど当日になると自分から声を
かけて、作ることができなかったけど、最初にきた友達から力をもらうことができたので、２回目から
は自分から声をかけることができたので私は、ひまな夜に友達と交流しに行きました。とっても楽しか
ったし、とってもいい経験をしました。
２つめは、全体行事です。私は、初めての全体行事でアリーナに行くのがおそかったので、ステージ
から自分の位置が遠かったので少し見えずらかったから、全体行事最終日は、夜ごはんを早くして、ア
リーナに速くいきました。そしたら、一番前にすわることができたので私は、時間や行動について学ぶ
ことができたし全体行事も経験することができたので、良かったです。
私は、今回の１７ＮＳＪでたくさんの経験、友情を積むことができたので良かったです。

楽しかった７日間

バッファロー班班長 阿賀野１団ＢＳ 田辺 健
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始めに、びっくりしたことを書きます。まず、石川県珠洲市に全国からそして海外から１万人以上の
人が集まり、最高の物語を作っていたこと。隣のサイトには、静岡の隊があり、すぐ近くに新潟から４
００Ｋｍ上離れた静岡がほんの１ｍほどの道路の隔たりを超えれば話が出来るということにとても驚き
ました。今回が始めてのジャンボリーでしかも、班長という大役を任され、とても緊張していました。
案の定、とても大変な仕事ばっかりでした。班員をまとめたり、指示をしたりといった仕事で、班員も
上手くコントロールできずに、２日目あたりで、ホームシックになりました。
（今ではジャンボリーシッ
クです(笑)）。そして、ストレスで班員に当たってしまったこともありましたが、僕は後藤副長のこの言
葉に救われました。「褒めて伸ばせ。」この言葉が無かったら、今どうなっているか分かりませんが大変
なことになっていたんでしょう。そしてそれを実行するたび、ストレスが緩和され、気分も良くなり、
心なしか班員の動きも良くなっていました。そして、何と言っても面白かったのは、プログラム、そし
て開会式、大集会、閉会式です。プログラムは、何個か行かなかった所もありましたがとても楽しかっ
たです。多種多様なプログラムがありましたが、一番楽しかったのは、アースエリアのグランドゴルフ
です。スタッフの方が面白くてとても楽しかったです。勝負形式で戦うのですが、愛知１６隊の方と戦
い、４７対３９で、負けてしまいましたが、試合が終わった後も、お喋りや名刺交換して楽しみました。
（一番交流した班だと思います）そして、最高に面白かった開会式、大集会、閉会式です。特に楽しか
った閉会式について話そうと思います。閉会式は、他２つの式よりも近くで見れました。１番左側の１
番前という真正面ではなかったですが、よいポジションで聞けました。ただアホみたいに騒いでたので
どんな感じか忘れましたが、最高に楽しかったことは覚えています。
（このあと制服がビショビショにな
り、その格好で珠洲を出発するとは、知らなかった笑）
最後に、大変でもあり、最高でもあったジャンボリーでしたが、ボーイスカウトのモチベーションが
高まったいい機会になりました。ありがとうございました。

ジャンボリーに参加して

バッファロー班次長 阿賀野１団ＢＳ 深澤

育未

今回のジャンボリーは次が１００周年目になるため、とても盛り上がっていた。ジャンボリー、僕が
このイベントに参加して人達から話を聞くと皆が「とても楽しい。いけるなら絶対に行った方が良い。」
と、口を揃えて言うのだ。僕がこのことを聞いたとき「そんなわけない、ありえない。
」と、思っていた。
なぜかというとテレビなどの電子機や娯楽がない上に一週間もキャンプ生活を行うというものであるか
らだ。しかしジャンボリーというものは他人との関わりや何もない所から想像して楽しさを見つけて生
活をしていく力を養うことができる場であることを実際に行って分かった。またリーダーとしての役割
や、基本的なキャンプ生活などのことを学んだ。そこで僕はリーダーの役割について学んだことを話し
たいと思う。
単刀直入に言うとリーダーというものは仲間のことを良く観察してそれぞれの性格を把握しそれぞれ
に合った役割を与えていく存在などであると思う。ただ座って指示を出して自分のことをするリーダー
と何をするのかを指示してあげるリーダーの方が後々考えると指示をしただけで何をするのかを言葉だ
けではなくしっかりとした映像で理解しているため素早く行動することができその仕事を的確に遂行す
ることが可能になることができる。
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また他にリーダーとして大切なことを見つけることができた。それは一人のスカウトに一度に沢山の
仕事を押しつけてはいけないということだ。一人のスカウトと言ってもまだ小６、中１など自分たちの
ような経験値が少ない子供が多い。その子達には１度に多くの指示を出されても全てを処理することが
できずに必ず穴が生まれてしまう。そこから作業として２度手間になってしまい後のプログラムや自分
達がしたいことが遅れたり最悪の場合出来なくなってしまう。なので１回につきそれぞれのスカウトに
１つずつ指示は出していく必要があると感じた。以上のことから今回のジャンボリーではリーダーとし
ての役割の大切さを学ぶことができた。
他にもジャンボリーという祭りは新しい仲間に発見、新しい物事に対しての楽しさの発見など様々な
発見のできる素晴らしい存在でもあるのだと感じた。時にはサンフランシスコ隊と会話をうまく交わせ
なかったり、隊長からしかられてしまったり、思うように自分のしたかった事ができなかったりなど何
度も何度も苦しくて苦い事があった。しかしその経験が自分のことを二倍も三倍も成長させることがで
きた。そんなジャンボリーに対して感謝し、また参加したい。

１７ＮＳＪに参加して

バッファロー班 阿賀野１団ＢＳ 清野 華

初めてのジャンボリーに行ってきました。行く前は、とても不安でたまりませんでした。
「ちゃんと寝られるのかな、ご飯を毎日食べられるのかな」と思っていました。行ってみたら、すごく
楽しかったです。８月４日は、朝早くに出発して、とてもねむかったです。８時間もかけてついたから
「石川県ってそんなに遠かったっけ？」と思いました。到着して、バスからおりて歩いているとき、ま
わりを見たらすごく広くてびっくりしました。自分たちのサイトについたら、すぐにせつえいでした。
とてもつかれたけど、女子テントが早かったのでよかったです。早くおわったから、他のテントをたて
るのを手伝いました。料理は、おいしくできたのでよかったです。夜、班会議が終わったあと、グリン
バー会議がありました。めちゃくちゃねむかったです。ねそうになりました。夜は、ぐっすりねむれた
のでよかったです。８月５日は、サンフランシスコとごはんを食べているときにいっぱいしゃべったり
しました。たのしかったです。夜に開会式がありました。８月６日は、バッファローが当番班でした。
ちょうれいがあったので、スカウツオンやってって、いわれるんじゃないかと思っていました。
でもいわれなかったのでよかったと思いました。コップがほしくてばいてんにいきました。
すごく並んでいました。２時間まちだったから、並ぶのをやめました。よしひろさんがコップをかって
きてくれました。マーキュリーでは、フィッシングをやるもくてきで並んだけど、できませんでした。
那須与一を選びました。４０分まちでした。はいきゅうの時間をかんがえるとまにあわないから、やめ
ました。グリンバー会議で明日朝、トイレそうじっていわれたしゅんかん「まじかー」と思いました。
でも、早くおきて、トイレそうじにいきました。トイレそうじは、とてもくさかったです。
８月７日は、他の県の人とこうかんしたりしました。いろいろな人としゃべれたのでよかったです。夜
に、大集会がありました。たのしかったです。

ジャンボリー

バッファロー班 阿賀野１団ＢＳ 田島

慶大

新潟派遣第１隊

ぼくがジャンボリーに行って思い出に残ったことは６つあります。１つ目は１日目、着いてすぐの設
営です。時間がなく、隊長たちの力がなければもっと時間がかかっていたと思います。２つ目は食材配
給です。最初は場所がわからず、とてもあせりました。しかし、スタッフの人に聞いたらやさしく答え
てくれました。とても助かりました。３つめは、シャワーです。１日目は時間がなくて入りませんでし
たが、２日目に入ろうとした時は、人が８人以上並んで入ってからも、シャワーだけでシャンプーを使
うのを禁止と言われました。シャワーをあびてみたら予想以上につめたくて、水圧を高くでおどろきま
した。４つ目は、昼食会とサンフランシスコ隊と一緒に行った買いものです。昼食会では、サンフラン
シスコ隊の人と少ししゃべれました。一緒に行った買いものでは、プラザでジャンボリーショップに行
きました。とても並んでいて、２時間待ちと言われてビックリしました。並び始めた時が１時過ぎてい
たので、３時までに帰れるか心配でした。並んでいたら、５０分位で買えたので良かったです。
５つ目は、開会式です。みんなとてもテンションが高くなってこわれていました。大集会でも同じでし
た。６つ目はプログラムです。ジュピターは行かずにマーキュリーに行きましたが、人が多くてできま
せんでした。アースでは、グラウンドゴルフをしました。相手の人に FREE HUG の人がいて、いっくんそ
っくりでした。午後のビーナスでは、はり・きゅう体験とユニセフのやつに行きました。はり・きゅう
体験では、つぼに本物の針をさしてもらったら、とても足がかるくなりました。ユニセフでは、世界中
にいる学校に行けない人や、字の読めない人がたくさんいることが分かりました。サターンエリアでは
ジャンボリーゲーム日本一の火起こしに参加しました。自分の所から４本まきをもってこいと言うのは
中々ひどいことだと思いました。まきをわって火をつけてみたら、まきにうつらずに失敗してしまいま
した。
ぼくがこのジャンボリーで学んだことは、ふだんの１泊２日のキャンプでは、学べないことがたくさ
ん学べました。どんな感じで指示を出したらよく動くのかや一人一人の性格などが良く分かりました。
サンフランシスコ隊の人とも交流ができとても楽しかったです。東京のジャンボリーにも行きたいです。

日本ジャンボリー

バッファロー班 阿賀野１団ＢＳ 坂井

皆理

日本ジャンボリーでやりのこしたこと。もっと楽しめばよかった。もっと友達を作ればよかった。
日本ジャンボリー。１週間がすぐ終わってしまったが、でもいろいろあって楽しかったです。
１週間本当にありがとうございました。

１７回日本スカウトジャンボリー

バッファロー班 阿賀野１団ＢＳ 丸山

汐凰

ぼくは今回、１７回日本スカウトジャンボリーに新潟第一隊として行きました。その感想を日にちご
とに分けて書きます。１日目は、半日近くバス移動でしたが、ジャンボリー会場についてからは道具運
びやテント立てなどをしていそがしい日だったと思います。２日目は、サイトやテントの整理をしたり、
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午後からは、プラザへ行ったり、夜には開会式へ行きました。プラザで買い物をするためにぼくは並び
ました。
「２時間待ちです。」と言われたけど、５０分くらいで買えました。自分の目当ての物を買えた
のでよかったです。開会式では、パフォーマンスや歌などがあって楽しかったです。
３日目は、プログラムのジュピターとマーキュリーがあったけど、ジュピターは行かずに整理などを
していました。マーキュリーは受付をしましたが時間によゆうがなく、できませんでした。
４日目は、整理をしたり、夜には、大集会がありました。大集会では、パフォーマンスやライブみた
いなこともありました。自分達ではとても難かしいこともやっていたのですごいなと思いました。
５日目は、プログラムのアースとヴィーナスに行きました。アースではグラウンドゴルフをしました。
弱く打ったつもりなのに、ちっと強くてうまくできなかった。ヴィーナスでははり・きゅう体験をしま
した。足にプラスチックのはりのようなものをつけました。そしたら、足が軽くなった感じでおどろき
ました。おきゅうは、手の親指のつけ根につけました。自分はおきゅうをしてもあまり実感がありませ
んでした。でも、他の人はあったと言っていました。はり・きゅうに行ってよかったなと今思います。
６日目は、サターンや閉会式がありました。サターンでは、火起こしをしたのですが、自分は出てい
ません。班の人が火起こしをしたのですが、時間までにできませんでした。閉会式では、ぼく達は左側
の１番前でした。閉会宣言やパフォーマンスなどのすごい人を近くでみれてやっぱりすごいなと思いま
した。７日目は、バス移動でした。サービスエリアによってお土産を買ったりしました。自分は家族や
親せきのためにキーホルダーやおかしを買いました。
この７日間楽しいことやいそがしいことがあっていい経験になったと思います。

日本ジャンボリーに参加して

バッファロー班 阿賀野１団ＢＳ 青田

倖弥

サイトに着いた時思っていたイメージとちがくてびっくりしました。チャレンジのトイレの場所や道
など一日かけて覚えました。せつえいは厚かったけどテントを立てられました。開会式はめっちゃもり
上がってました。ライブみたいで楽しかったです。食事は毎回つくるのは大変だけど家で食べる時より
おいしいです。プログラムで一番楽しかったのは、アースエリアのグラウンドゴルフです。気軽にやれ
るので楽しかったです。２日目、サンフランシスコ隊と交流できました。３日目はジュピターとマーキ
ュリーのプログラムに行きました。マーキュリーは時間がなかったので残念でした。４日目は、信仰し
ょうれいや大集会がありました。大集会も開会式みたいに盛り上がって楽しかったです。この日までの
時間の流れがすごくおそかったです。５日目はアースとヴィーナスに行きました。この日は、いっぱい
交かんできたのでよかったです。６日目は、サターンと閉会式がありました。閉会式のすわる位置はス
ピーカーの前だったので最後の方の歌では、腹がいたかったです。５日目からは解散するまでは時間が
早く流れていきました。一週間つかれたけど楽しかったです。けがなく安全に帰ってこれたのでよかっ
たです。４年後、東京のジャンボリーにも行きたいです。

第 17 回 NSJ 感想文

バッファロー班 中条１団ＢＳ 中村 絋太
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ぼくは初級スカウトで、ジャンボリーに挑戦してみて一番大変だったのは水くみです。初日にリアカ
ーを車にぶつけてしまいました。水は生きていくうえで一番大切なので技能が少ない初級の仕事ですが
大変でした。次に大変だった仕事ははい水です。廃水はくんで来たら絶対にあるものなので，これも初
級の仕事です。大変なのが，行きとは別に，ふたがしっかりしていないので地面と平行にもっていかな
いと，きたない水がこぼれるので大変でした，いろいろな仕事があって大変でしたが勉強になりました。
次の日本ジャンボリーの会場の東京でサンフランシスコ隊と会いたいです。次は高校一年生のベンチャ
ーなりたてでジャンボリーをやりたいです。

第１７回日本ジャンボリーを終えて

バッファロー班 中条１団ＢＳ 皆川

雛香

私は〝第１７回日本ジャンボリー〟に行ってふだん出来ないことが出来ていい思い出になったと思い
ます。ジャンボリーに行く前は、外国の人とやっていけるのか、６日間も泊まれるのかと思いました。
また、日が近づくにつれ、行きたくないなあと思っていました。けれど実際言ってみて、ふだんの活動
では出来ないことができ、みんな、フレンドリーで自分が思っていたよりとても楽しかったです。
私がジャンボリーに行って楽しかったなあと思ったことを紹介します。１つ目は、外国人との交流です。
私のテントの所には、アメリカのサンフラン人が来ました。最初はうまくやっていけるのか心配だった
けれど、６日間楽しくやっていけて良かったです。サンフランシスコ隊との思いでは、新潟１隊といっ
しょにごはんを食べたことです。外国の人とは、なかなかしゃべる機会がなかったのでその時に、自分
達の国のことや自分のことについて話せたいい機会だと思いました。
２つ目は、ライブです。ライブでは、皇太子に会ったり、アイドルにあったりととても貴重な体験で
した。その中でも私がすごいなあと思ったのが、愛知の隊の人達がやった、〝手旗オタ芸〟です。とて
も迫力があり、見ていてとてもおもしろかったです。また、閉会式にやった〝打ち上げ花火〟はとても
キレイでした。私は今回の〝日本ジャンボリー〟に行ってとても楽しかったです。自分が思っている以
上に最高でした。またいろいろな人とも交流が出来て良かったです。もし可能であるならば４年後東京
で開催する〝第１８回日本ジャンボリー〟に行きたいです。そしてサンフランシスコの人達にも会いた
いです。

新潟派遣第１隊
（リーダー編）
最後のジャンボリー

副長 中条１団 杉山 剛

①天候に恵まれました。最大のテーマであった熱中症で皆さんにご迷惑をかけないということはクリア
できました。また、新潟と異なる北天の美しさを味わいました。
②１隊の指導者に恵まれました。３人のベテラン（隊長・食事・装備設営）と一人の若手（安全）の中
に入った自分は総務担当でしたが、総務としての仕事はほとんどなく唯一リヤカー事故についてスカ
ウトからの事情聴取のみ。あとはお手伝いと観察に終始しました。
③米国隊が同居してのサイト運営では、食事担当の後藤副長が相当のご苦労をされていました。そのこ
と以外はＢＳ隊としてのありたい姿を見せてもらうことが出来ました。要は素晴らしかったというこ
とです。大きな声を聴くこともなく、整理整頓も行き届き、副長が個人的にスカウトを指導する場面
ではサイトから離れて静かな様子でした。
撤収時には１隊の作業で何か手伝うことは無いかと近づいてくるスカウトも多くいました。みな自分
が何をなすべきかをわかっている様子でした。
（アジア系であることが大きな要素かもしれない）そこ
である言葉に気が付きました。チェックリスト（ＣＫＬ）です。
（イ）ＣＫＬを持っていない（ロ）持
っていても実行できない（ハ）実行できる（二）自分でＣＫＬを作ることが出来る・・・までいろい
ろなレベルがあります。指導者の仕事は最終的には自分でＣＫＬを作り実行していくことが出来るよ
うに励まし続けていくことだとも言えます。上班ー班長ー班員の流れをきちんとつくっていく中でＣ
ＫＬを使っていこうと思います。
④ジャンボリーは暫くは今回の形を継続していくでしょう。若手指導者の参加が望まれるのは当然とし
ても、団の運営に責任を持つ方の参加をお勧めします。じっと見ているだけで自団での問題点に気が
付く筈です。
⑤荒井派遣団長を始めサブキャンプ本部、安全救護部、広報部そして県連事務局からご奉仕いただいた
各位に心からの感謝を申し述べたいと思います。スカウトと共に生活することで得られる楽しさを与
えられる派遣隊と違いご苦労が多かったことと推察します。ありがとうございました。

日本スカウトジャンボリーに参加して

副長 阿賀野１団 手塚 均

私は 67 歳、登録して 27 年にして初めてジャンボリーに参加させてもらいました。第 1 隊は新潟下
越地方の中条・新発田・阿賀野の合同隊でスカウト 18 名と指導者 5 名の総勢 23 名で参加しました。
本番に備え 7 月に事前訓練
（1 泊 2 日）
を 2 度行いスカウト達の意思疎通と協力体制が出来上がりまた。
準備オーライ、いざ本番へ！
私もそうであったようにスカウト達も私以上に期待で胸を膨らませていたのではないでしょうか。そ
の一つにアメリカ・サンフランシスコ隊 26 名との同エリアでのキャンプ生活です。普段外国の人達と
接する機会が少ないだけにコミュニケーションを心配していましたが、言葉は通じないものの日を追う
毎に意思が通じ友情が芽生えました。朝、一緒にアリーナでの諸外国旗掲揚は良い経験になったことで
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しょう。サンフランシスコ隊のみなさん有難う！
もちろんサンフランシスコ隊との交流ばかりではありません。日々の活動には、隊長が作ってくれた
ジャンボリーノートと交換品をサブザックに詰め炎天下の中を元気よく出て、テントサイトに戻ってか
らはサインや交換したものを自慢げに見せ合っていました。スカウトにとって日本スカウトジャンボリ
ーの 7 日間という長期キャンプに参加して自信はもちろん、多くのスカウトとの交流ができたことは良
い思い出になったことと確信しています。
最後に会場を提供して下さった珠洲市と協力してくださった皆様に対しまして深く感謝申し上げます。

17NSJ を終えて

副長 新発田１団 長谷川 一貴

今回のジャンボリーはスカウトとして、ではなくリーダーの参加だ。新潟 1 隊はスカウトがイーグル
班とバッファロー班の 2 班、そこに上級班長が 1 人。リーダーは隊長を含み 5 人の構成でジャンボリー
に参加する。14NJ と 15NJ はスカウトとして経験したが、今回は立場が違うリーダーとしてスカウト
を連れていく立場だ。いろいろと準備していくなかで、リーダーとして大人としての責任や役割があり、
今までとは違うということを大きく感じた。そして、スカウトの時には気が付かなかったリーダーの大
変さやボーイスカウトに対しての考え方などを知ることができた。
ジャンボリーに向けて思ったことは、スカウトに何か１つでも学んでかえってほしいということだ。
それは何か気付きでもいいし、経験でもいい、同じ新潟の他団のスカウトとの生活や活動を通して、
17NSJ のプログラム、全国のボーイスカウトとの交流のなかで、何か１つでも身になることが見つか
ればそれは大きな財産になるからだ。これは私の経験から言えることで、以前にスカウトとしてジャン
ボリーに参加したことが私にとっては忘れられない思い出あり、財産である。普段の生活とは離れて、
自分たちの力のみで生活することはなかなか経験できることではない。もちろん、リーダーや運営スタ
ッフの助けはあるものの、自分たちで炊事をし、日中の行動の計画を立て、仲間と協力し大会プログラ
ムを行い、夜は同じテントで寝ることはスカウトにとって大きな自信になると思う。ただそれ以上に大
切にしたいのはスカウトが楽しいと思えることだと思う。どんなに辛くても、疲れても最終的に楽しか
ったと思えるようにサポートしながら、共にジャンボリーを過ごしていきたいと思った。
長時間バスに揺られ訪れたジャンボリー会場は、少し懐かしさを感じた。12 年前にスカウトとして参
加した 14NJ も同じ珠洲市の「りふれっしゅ村 鉢ヶ崎」が会場だったからだ。当時 12 歳で参加した
時のことを思い出しながら、自分たちのキャンプサイトまで荷物を運んだ。到着した日から気温が非常
に高く、水分を多めに取っていても汗で全て流れ出てしまいそうだった。予定していた時刻よりも早く
サイトに入ることができたので、想定していたよりも順調に設営が進み、新潟 1 隊のサイトがおおかた
出来上がった。これからここで、六日間過ごすことになる楽しみだ。
今回のジャンボリーではアメリカのサンフランシスコ隊が同じキャンプサイトで生活することになっ
た。急遽受け入れが決まったため、サンフランシスコの 1 つの隊がまとめて新潟 1 隊と一緒に生活する
ことになった。彼らとは事前に一度、新潟で顔合わせをしていたが、やはり言語が違うのでコミュニケ
ーションをとるのには苦労しそうだ。ふと、12 年前のことを思い出した。12 年前はタイのスカウトが

新潟派遣第１隊
二人、自分たちの班に入ってきて何日か一緒に行動した。あの頃は、言葉なんて通じなくてもなんとか
なった気がしたが、今では言葉を詰まらせて困ってしまう。子供の頃の方がうまくコミュニケーション
が取れたのかと思うと笑ってしまう。
一日目の夜はあまりよく寝ることができなかった。行きのバスでの移動中に寝すぎたせいもあるが、
夜は湿度が高く寝苦しかった。朝方は昼の暑さを忘れるほどに涼しく、昼と夜との気温差には気を付け
ないといけない。二日目は、一日目の設営の仕上げとサイトの入口にゲートを作った。新潟のスカウト
とアメリカのスカウトが協力して作ったゲートは、見た目以上に大きなものに見えた。
二日目の夜には、開会式が行われた。早めに夕食を済ませ、アリーナに向かう。開会式の初めに 17NSJ
の開会宣言があり、いよいよジャンボリーが始まりだ。4 年に一度ジャンボリーを開催する度に参加者
が少なくなってしまっているが、ここにいるスカウトたちはこのジャンボリーをとても楽しみにしてい
るのが伝わってきた。開会式の後のミニライブでは、大会ソングとイメージソングが歌われた。アリー
ナ全体での一体感が感じられて、より一層ジャンボリーの開会を実感した。
三日目の昼には、竹を加工して流しそうめんをした。もともと一回はそうめんを食べようと企画して
おり、アメリカのスカウトも一緒にみんなで楽しくお昼の時間を過ごすことができた。簡易的な流しそ
うめんだったが、夏を感じることができてよかった。
今回のジャンボリーからはプログラムにリーダーが同行しなくてはならないものがいくつかあり、三
日目の午後からはイーグル班のスカウトと海のプログラムへ向かった。すれ違う人がみんな同じボーイ
スカウトという体験もこのジャンボリーならではだ。海には多くのスカウトたちがプログラムに参加す
るために並んでいた。今回のジャンボリーではプログラム担当のスタッフが足りていないらしく、ほと
んどのプログラムがうまく運営できていないようだった。特に海のプログラムはプログラム全体の受付
に 50 分、選んだプログラムに参加する為に 40 分ほど待たなくてはならなかった。暑い中待つのは大
変で、待っているスカウトたちがかわいそうに思えた。結局、イーグル班は夕食の準備もあるのでプロ
グラムには参加できず、キャンプサイトに戻った。スタッフの人数に関しては仕方ないことだが、もう
少しスカウトたちに負担が少なく、楽しめるようなプログラムができればいいと思った。
四日目は空いた時間があったので、8 年前に 15NJ で隣のサイトだった大阪の友人二人に会うことが
できた。15NJ で意気投合し、その後も SNS で連絡を取り合っていた。共に久ぶりの再会を喜んだ。
思い出話をしながら、他のサイトやショップを見て回った。そこで感じたことがある。昔よりもスカウ
トたちがおとなしくなっているように感じた。私たちがスカウトだった頃はもっと大騒ぎしていたと思
うが、今のスカウトたちもは昔よりも静かだ。スカウトたちも少しずつ変わってきているのだろうか。
あの頃がすごく懐かしく思えた。夜にはジャンボリー大集会が行われた。いろいろな地域のスカウトた
ちによるダンスやパフォーマンスが行われ大いに盛り上がった。スカウトたちのテンションも高まり、
後半のミニライブではみんなで声を出し、手を振り、アリーナを盛り上げ最高に楽しい時間だった。
五日目はスカウトたちがプログラムに出ていたので、シャワーや洗濯など身の回りのことをしながら
過ごした。五日目になりだいぶ疲れも見えた。スカウトたちの健康状態にも気をつけなければならない。
ちょうどそんなことを思っていたときに、新潟のスカウトが一人、目を赤く充血させて戻ってきた。ジ
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ャンボリー会場内では結膜炎が報告されていて、その可能性があった為、すぐに SC 救護所に連れて行
った。SC 救護所では正しい診断ができないため、中央救護所に行くことになった。SC 救護所から中央
救護所に行くと、熱中症のスカウトが診断待ちをしていて天候の厳しさを感じた。検査の為に病院に行
く覚悟をしていたが中央救護所の医師の診断により結膜炎では無いことが分かった。疲れや紫外線によ
る充血だろうということだった。スカウトも不安そうにしていたが、それを聞いて安心したようだった。
残り数日となったが、気を抜かずにスカウトたちが無事帰れるようにしっかり一人一人見ていこうと思
った。
六日目、いよいよジャンボリープログラムの最終日である。この日はバッファロー班に付いて午前中
のプログラムに参加した。今回のジャンボリーには、
「ジャンボリーゲーム日本一」というプログラムが
あり、ジャンボリーに参加した班の中から日本一を決めるというものだ。この日、バッファロー班は「ジ
ャンボリー日本一ゲーム キャンピング（火起こし）」に挑戦した。このゲームの為に事前訓練では、実
際に火起こしを練習していたので、期待が高まる。リーダーは一切助言などは出来ないので、安全管理
に注意しながらバッファロー班を見守った。スタートの合図と共に一人が薪を割り始める。練習した通
りの太さに割るともう一人がカマドに薪を組み上げる。いいペースだ。安全の為、競技エリアには二人
のスカウトしか入れないが二人は息を合わせ、他の班がまだ薪を割っているなか薪を組み終わる。与え
られた新聞紙を丸めて組み上げた薪の一番下に入れると、マッチに火をつけた。緊張の瞬間だ。火がつ
いた新聞紙は勢いよく燃え上がり、組み上げた薪に火が昇る。しかし、薪に火が移らずに消えてしまっ
た。諦めずに、薪を細かく削りそこに火をつけようとするが、火がついた時には制限時間となってしま
った。見ていても本当に惜しかった。バッファロー班のスカウトも悔しがっていたが、その悔しさをバ
ネに失敗から学び、挑戦する気持ちを忘れないでほしい。
午後からは撤収作業。数日間といえどお世話になったサイトに感謝の気持ちを持ちながらテントや炊
事場を片付ける。片付け始めると、この数日間のジャンボリーがあっという間に過ぎたように感じた。
スカウトたちも同じように感じただろうか。夜にはジャンボリー最後のプログラム、閉会式が行われた。
閉会式は運良く最前列で参加することができた。17NSJ の閉会が告げられ、次回の開催地「東京」が
発表された。会場からは大きな歓声が上がった。
閉会式後のミニライブでは、アイドルが登場し会場の熱気は最高潮に達した。新潟のスカウトも同じ
サイトで共に過ごしたアメリカのスカウトも一緒になってライブを楽しんでいた。曲に合わせ、手を振
り、声を出し、ジャンプしながら最後の瞬間を楽しんでいた。最後に花火が打ち上げられた。夜空に花
火が打ち上がるたびにアリーナ全体が歓声を上げる。最後の最後までその歓声が止むことはなかった。
とても綺麗だった。
最終日は朝 4 時前から撤収作業を開始した。8 時にバスが出発できるように、まだ暗い中みんなで協
力して荷物や資材をコンテナに片付ける。先にアメリカ隊が出発する。作業を一旦止め、制服に着替え
て見送る。彼らとは短い間だったが、彼らからたくさんのことを学べた気がする。集合や整列の早さや
綺麗さは素晴らしかった。また、言葉が分からなくても手を貸したり、なにか手伝おうとする姿勢は彼
らから学ばなくてはならない。新潟のスカウトたちもこの数日間で少し影響を受けたように見えた。こ
れからもその気持ちを忘れないでほしい。新潟 1 隊から感謝の気持ちを伝え、彼ら一人一人と握手をし
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てお別れした。アメリカのスカウトありがとう。サイトに戻り撤収を終え、バスに乗り込む。珠洲の地
を去る。ありがとうジャンボリー。
ジャンボリーを過ごす中で同じ新潟のリーダーからいろいろな話や考えを聞くことができた。新たな
リーダー（指導者）の育成や、地区や県といった関係性、どうやって団を維持していくか。ボーイスカ
ウト人口が減っていく中、どのようにして活動していくかが今後の課題となりそうだ。一番大事にしな
ければならないのは「スカウトである子供たちのため」ということだ。自隊の活動を通して少しでも多
くの人に、ボーイスカウト活動の良さや楽しさを知ってもらえるように、微力ながらボーイスカウト活
動を続けていきたい。

新潟派遣第２隊
第１７回日本スカウトジャンボリー参加報告
新潟派遣第 2 隊 隊長 新潟 9 団 小林基
１

隊編成
派遣第 2 隊は、新潟地区構成団による派遣隊。
参加スカウト：新潟 5 団 5 名、新潟 7 団

3 名、新潟 9 団 3 名、新潟 15 団 12 名

豊栄 2 団 3 名、中蒲原 7 団 3 名

計 29 名。

なお、新発田、中条、阿賀野の各団の女性スカウトが名簿上存在
指導者 ：新潟 5 団 2 名、新潟 7 団 1 名、新潟 9 団 1 名、新潟 15 団
豊栄 2 団 1 名、中蒲原 7 団 1 名
２

1名

計 7 名。

事前準備

以下の準備訓練を実施。
ねらい：チームビルド、各スカウトの技能レベルの確認、モチベーションアップ。
○派遣隊集会（第１回）
主な活動内容

3 月 18 日（日） 14：00～16：00

クロスパル新潟

班編成の確認と自己紹介、班名称の決定、班長、次長の決定
班名：トラ班、ライオン班、きつね班、とき班

○野営訓練 4 月 28 日（土）～4 月 29 日（日） みつきさわ野営場
主な活動内容

班長とメンバー間のコミュニケーション
実際の野外活動の協力体制の確立

なお、中学生以上は 29 日午後から県連のＧＡＴ訓練に参加、それ以外のスカウトは現地でさ
らに１泊野営訓練を実施
○派遣隊集会（第２回）

5 月 27 日（日） 9：00～16：00

ゆいぽーと

主な活動内容：保護者を含む参加者に対するジャンボリーの説明
テント配置と水場で使う排水設備のシミュレーション
○派遣隊班長・次長訓練 7 月 1 日

10 時～12 時

クロスパル新潟

主な内容：
「冒険の書」（活動の手引き）の使用方法の説明
生活全般の打ち合わせ
○派遣隊集会（第３回） 7 月 22 日（日）9：00～12：00 ゆいぽーと
主な活動内容

個人装備品の点検
「冒険の書」
（活動の手引き）による生活、活動全般の記録等の説明

以下の生活環境に記載したように野営訓練、特に実際の生活環境を意識した炊事訓練ができなか
ったことは、大きな反省材料である。
３

ジャンボリー期間中の活動

（１）生活環境
①

隊サイト；平地。大会期間直前に草が刈られた。このため当初は足が痛かったが、踏み固められ
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た後は快適となった。また、今回は県連単位でまとまったサイト編成となり新潟県連で 3 隊隣り合
ったサイトとなった。このため、3 隊での情報共有等がスムーズにいったと思う。
②

給排水：サブキャンプ指定の場所での給排水。このため、リヤカーで水タンクを運ぶ必要があっ

た。特に排水に関し、スカウトにこのような排水処理の経験がないため、洗い物におけるごみの処
理、水の使用方法について、指導者が何回も直接指示を行う必要があった。事前に指導・訓練を徹
底する必要を痛感した。
③

隊資材：各隊からの提供で賄った。資材の提供リストの作成が遅れたため、実際に使う資材を体

験する訓練を事前に行うことができなかった。このため、指導者・スカウトともに、現地での混乱
を多少生じさせてしまった。
④

宿泊テント：各隊のドームテントを利用した。今回のサイトのスペース・ペグの効果、天候に対

して、問題はなかった。
⑤

炊事：資材及びスカウトの技能レベルから、当番班による集合炊事を実施した。近年、各隊のス

カウト数が減少しているためか、40 人規模の炊事にスカウトがなれておらず、調理だけでなく、配
食、食器洗い等の作業も非常に非効率であった。地区レベルでのキャンプ大会等を開催し、班長・
次長に大人数対象の炊事経験を積ませる必要がある
（２）健康状態
結膜炎が一人発生し、サブキャンプの救護所で受療した。心配された、猛暑に伴う熱中症は、日
程早期に複数発生したが、プログラムを欠席しサイトでの休憩で回復した。
４

隊指導者
久しぶりのジャンボリー参加が 3 名、初めての参加が 4 名と、スカウト以上にジャンボリーの活動

に戸惑いを感じていたが、それぞれ各人の基礎能力が高く、実際の活動期間中は、安心して任せるこ
とができた。また、それぞれの観点から、様々なアドバイスをもらうことができ、非常に助けられま
した。
５

最後に
今回の１７NSJ 派遣新潟 2 隊の活動に当たり、県連、地区、関係団等の多くの方から、事前に、又、

現地で多くのサポートいただきました。おかげをもちまして、大きな事故なく、また、スカウトたち
がジャンボリーを楽しんで、新潟に帰ってくることができました。大変ありがとうございました。
今回、隊長を経験し、日頃からの訓練・準備の大切さを改めて感じました。次回、東京で行われる
第 18 回ジャンボリーに向けて、自隊での、そして地区での準備を進めていくことを誓って、報告と
させていただきます。
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（スカウト編）
新潟に帰ったらやりたいと思ったこと

豊栄２団ＶＳ 高橋

留衣

私はスカウトジャンボリーに参加してみて新潟に帰ったらやりたいと思うようなことができました。
それは団を超えた交流会です。きっかけは友情ゲームです。自分ひとりの力で赤の他人とコミュニケー
ションをとっていくことは難しい。しかし、見ず知らずの遠いスカウトと仲間になれる喜びはそれを超
えました。また、その時の仲間と品物を交換したとき、に普段目にしない交換品にわくわくしました。
それとは別に、交換会や閉会式での盛り上げ方を見て、自分でも集会を盛り上げられるようになりたい
と思いました。こうした経験から。私は自隊に留まらない交流会を開きたいと思いました。技能を磨く
のは一人でもできます。しかし、未知なるものに出会ったり、初見の相手と会話が成立した時の喜びは、
他人がいなければ手に入りません。私には見たこともやったこともない取り組みになりますが、１７NSJ
で得た楽しさを新潟で再現できるように頑張ります。

日々の暮らしのありがたさを知る

豊栄２団ＢＳ 窪田

優輝

僕は、ジャンボリーの７日間を通して、日々の暮らしのありがたさを知ることができました。
なぜなら、ジャンボリー会場には、ガスコンロも水道も完備されていないので、給・排水、火起こし、
テントとフライ建てなどの仕事をしなければ、何もできなかったからです。
一方、普段の家庭では、上・下水道があるので、給・排水をしなくても、水は自分の元に届きます。ガ
スコンロがあるので、火起こしをしなくても、簡単に火が付きます。また、すぐに温かいお湯が出るシ
ャワーや炊き損なわない、おいしいご飯をすぐに炊いてくれる炊飯器もあります。すぐに、部屋を涼し
くしてくれる冷房もあります。ジャンボリーが終わり、帰宅後に入浴しながら、日々の暮らしって便利
だな、ありがたいなと思いました。
これからも、キャンプをする時は、現代生活の便利さへの感謝を忘れないように心がけます。

ジャンボリーでがんばったこと

豊栄２団ＢＳ 越中

小梅

私がジャンボリーで１番がんばったことは、交流です。自分から声をかけるようにだんだん自分から
声をかけられるようになったので良かったです。交換品もいろいろなところに持って行って、ちょっと
した合間に交換しました。交換会などとても楽しかったです。一番楽しかったのは、閉会式ですごく盛
り上がったことです。意外な人がノッていて（予想通りの人もいたけれど）おもしろいと思いました。
かなり前の方の場所ですごく近くに見れて良かったです。最後の花火がすごくきれいで、一緒にいた高
橋リーダーが「花火見物でできるだけ近くに行こうとする気持ちがわかった」と言っていました。特に
最後の３発がすごかったです。とても楽しかったし、4 年後の東京での大会も行きたいです。それまで
さらに多くのことを学んで行きたいです。行って良かったと思います。ありがとうございました。
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ジャンボリーで驚いた事

新潟５団ＢＳ 鈴木

優里

私は初めてのジャンボリーで驚いた事ばかりでした。まず驚いたのは、時間に追われる事です。食当
や、他の仕事の間を縫って会場内を散策するのは大変でした。次に驚いたのは、スカウトのテンション
の高さです。通りすがる時の挨拶は勿論、約半分の確率でハイタッチもします。また、大会期間後半に
なると「フリーハグ」が大流行しました。このいつもと違うハイテンションもジャンボリーの楽しみの
一つだと思います。他にも、全体行事やプログラムなどで友達を作ることが出来ました。
しかし、私の班は平均年齢が低く人数も多いため、指示を出したりまとめたりするのがとても大変でし
た。それでもやはり、ジャンボリーは最高に楽しかったです。今回のジャンボリーで学んだことを普段
のボーイスカウト活動や、来年の 24WSJ に行くことができた時には活かしたいと思います。

「そなえよつねに」の心で練習を楽しもう

新潟５団ＢＳ 高橋

一世

僕が今回の１７ＮＳＪに参加して学んだことは３つあります。まず１つ目は練習の大切さです。ジャ
ンボリーでは今まで自隊のキャンプと違い、自分で考え行動します。更に食事の準備も自分達で行うの
でいつでも自分の力が発揮できるように普段から「そなえよつねに」の心で練習する事が大切だと思い
ました。２つ目は人との接し方です。今まで僕は人と話す事が苦手でした。けれどジャンボリーでは周
りのスカウトが話しかけてきてくれて一緒に話をしたり交流する事ができ、人と接する事が楽しくなり
自分から他の隊のスカウトに話しかける事ができてとても楽しく過ごせました。今回の経験普段の生活
にも活かせたらいいなと思いました。３つ目はボーイスカウトの活動の楽しさです。僕は今までボーイ
スカウトの活動を嫌々やっている時がありました。特に技能練習（ロープ、シルバコンパス等）が嫌で
した。けれどこの練習が今回の１７ＮＳＪや来年の２４ＷＳＪのための練習だと考えるととても楽しく
感じられます。まだ行けるかはわかりませんが、これからも練習して２４ＷＳＪでも楽しめるようにし
たいです。

交流する楽しさと難しさ

新潟５団ＢＳ 高橋

周平

今回の日本スカウトジャンボリーを通して僕はたくさんのことを学びました。
一つ目は他の国や県の人と交流する楽しさと難しさです。他の国の人と交流するのは言葉等が違ってと
ても難しかったですが自分の世界が広まり、とても楽しかったです。
二つ目はジャンボリーのプログラムをして自分の班のできることが分かりました。そして同時に欠点
も見つける事ができました。例えば手旗では人のを見るのはできるが自分達では送れない等欠点が多く
見られました。しかし班旗立てでは成功まであともう少しのところまでできたので次からも頑張ってい
きたいです。
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最後に今回の１７ＮＳＪで得たこの経験や知識を無駄にしないためにいつもボーイスカウトの集会で
頑張って、来年の２４ＷＳＪや１８ＮＳＪにも参加していきたいです。
力を合わせれば

新潟５団ＢＳ 足立 舜

僕は今回の１７ＮＳＪに参加してたくさんの事を学びました。１つ目は、すごくたくさんのスカウト
がいて、力を合わせれば何でもできるということです。また、いっしょに盛り上がるとすごく楽しいと
いうことです。２つ目は、まだまだ野営の力が足りないということです。基本はできますが、まだ自分
の仕事を見つけることや、火の付け方、テント・マーキーのたて方やたたみ方、食事の作り方がいまい
ちでした。今回は次長をしましたが指示が伝わっておらず仕事をしていない人がいました。また、次長
としての自覚が少々たりていませんでした。３つ目は、能登は素晴らしい所だということです。自然を
生かしたプログラムでとても楽しかったです。今回はたくさんの人と交流できました。交歓の他にハイ
タッチなどです。次の１８回でもたくさんの仲間と出会っていきたいです。

「チームワーク」と「フォローシップ」

新潟５団ＢＳ 手島

功遥

僕は、第１７回日本スカウトジャンボリーに参加して、より多くのことを学びました。例えば「チー
ムワーク」「フォローシップ」です。「チームワーク」は自分の仲間と助け合えば、何事も挑戦できると
いうことに気付きました。自分は最初に分担された所をやり、終わらない人をサポートすることで効率
も良くなるし、早く終わらせることができます。
「フォローシップ」は、班長・上級班長・リーダー・隊
長などの指示や行動を、フォローして手伝い助け合うことで、他の人も自分のやるべき行動を考えフォ
ローをすることができます。そうすると班長が困らずスムーズに進めることができます。
他にも家の便利さをとても感じました。何日も家を離れて暮らすのは少し寂しかったです。
来年の世界スカウトジャンボリーは行けないけれど、４年後にある東京である日本スカウトジャンボリ
ーを楽しみにしたいと思います。

国を越えての交流

新潟７団ＢＳ 石田

昂靖

私はジャンボリーで沢山の事を経験する事が出来ました。その中でも最も思い出に残っていることが 2
つあります。１つ目は、大集会です。宇宙飛行士の野口聡一さんや、皇太子徳仁親王様やアーティスト
の、吉田山田さんなどが、いらっしゃってとても豪華でした。その他にも地元パフォーマンス御陣乗太
鼓や、はしご登りなど、とても、素晴らしかったです。はしご登りは、見ている側もとてもヒヤヒヤし
ました。フラッグパフォーマンスも、とても印象的で裏で練習を沢山したんだなと思いました。大集会
は、ジャンボリーのメインイベントでもあり、とても楽しかったし思い出に残りました。
２つ目は交流会です。色々な県や、国などとしました。１番交流したのが多かった県は愛知県でした。
その他にも、神奈川、東京、広島、インド、インドネシア、オーストラリア、石川などなど、です。交
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流会は、主に記念交換品など、を交換しました。とても楽しかったし色々な人と仲良くすることができ
ました。国を越えての交流も英語は話せなかったけど何とか気持ちを伝える事が出来ました。とても楽
しかったです。ジャンボリーを通して色々な人と関わりました。とてもいい経験になったと思います。
最初は７日間長いし早く帰りたいなと思っていましたが後半、意外と短くて新潟に帰るのがなぜか寂し
く感じられました。活動に対する気持ちが変わったと思います。
次は、東京都で行われるそうなので是非行ってみたいと思いました。

水

新潟 7 団ＢＳ 小林 勇貴

「うー。重いー。」水がこんなに重いとは、初めて実感しました。というのも、1 日目に飲み水の運搬
をした時のことです。ホースからタンクに入れて、リアカーに積んで動かすとき、
「よいしょ」と掛け声
を出さないと動かなく、体力を消耗しました。二つ目は、汚水の運搬と積み下ろしです。積むときは汚
水がこぼれるので、こぼさないように積み、運ぶときもこぼれるとたいへんなので、リアカーを出来る
だけ水平にして運びました。汚水のボックスは、自分たちの生活で使った水なので重いけど頑張れまし
た。飲み水は何も考えないで運ぶだけでよかったのですが、汚水は飲み水のタンクよりも２倍くらい大
きいボックスで、さらに四角形なので、捨てる時も、
「よいしょ」と持ち上げ、角から捨てないといけな
いので大変でした。日本スカウトジャンボリーに参加し、水に対して感じたことは、上下水道が無かっ
た時代は、手間と労力をかけて生活していだんだなあと思い、改めて、水の大切さを学びました。

ジャンボリーありがとう

新潟 7 団ＢＳ 大倉

寛生

ぼくが第 17 回スカウトジャンボリーで、一番心に残ったことは 2 つあります。1 つ目は、ハイキン
グです。ハイキングでは、ライオン班といっしょにいきました。ハイキングは、たこじままでいき、目
的地までの途中に、スポットみたいな物があり、そこを通っていかなければいけませんでしたが、一つ
一つたっせいかんがあり楽しかったです。２つの目は、閉会式です。閉会式では、開会式にまけないく
らい、スカウトパフォーマンスがとてももりあがりました。そして最後、みんなが「ああジャンボリー
おわっちゃったな」ではなく「ジャンボリーありがとう」と言っていたので、とてもびっくりしました。
たしかにふりかえってみるとジャンボリーでは、たのしかったことより学んだことが多かったなと思い
ました。

学んだことは協力と団結力

新潟９団ＢＳ

平田 純

第１７回日本スカウトジャンボリーに参加して、僕が学んだことは協力と団結力です。皆が協力する
からこそテントの設営や料理が早くできて美味しく作れます。そして誰かが困った時には誰かが教え合
い何でも手伝う、それこそがジャンボリーでした。プログラムではもう少しで日本一になれたかもしれ
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ない班旗立てはとても悔しかったです。だけど、皆で団結したからこその成果だったと思います。他の
プログラムでも棒のぼりや竹運びなどのたくさんあってとても楽しかったです。開会式、ジャンボリー
大集会、閉会式にはいろんな県から来ている人たちがその県の魅力を伝えていました。またタップダン
スや歌を歌ったりとすごい人たちの芸を見て、とても感動しました。とても楽しくて感動がたくさんあ
って、いろんなことを学べたジャンボリーが終わってしまってとても寂しい感じがします。次の４年後
の東京でのジャンボリーも行きたいです。とても楽しみです。

協力してやりとげる

新潟９団ＢＳ 高野 葵

ぼくは、１７ＮＳＪに参加して、学んだことが数えきれないほどたくさんありました。6 泊 7 日の長
いキャンプは初めてだったのでとても緊張しながら行きました。僕が現地で学んだことは、みんなで協
力してやりとげることです。１７ＮＳＪでは協力することがたくさんありました。食当班や日本一ゲー
ムなどでチームワークがとても必要なキャンプだなぁ、と思いました。班の人たちとチームワークがと
ても深められたと思いました。日常生活などでもジャンボリーで学んだ協力することを生かしてがんば
りたいです。１７ＮＳＪはとても多くの人が救急車などで運ばれていました。ぼく自身も体調を崩して
休んでいることもありましたが、楽しかったです。また、売店がとても充実していたので、いっぱいお
土産を買えて良かったなぁ、と思っています。とても思い出が多い１７ＮＳＪでした。

自分を見つめ直したスカウツオン

新潟 9 団ＢＳ 渡辺 寛太郎

ぼくは、第 17 回日本スカウトジャンボリーで 3 つのことを感じました。１つ目は、班との協力です。
班のみんなと協力し、テントを設営し、ご飯を作り、ゲームに参加する。これは一人だけではできない
ことです。班で協力し、なにかをなしとげるとき達成感をとても感じました。２つ目は、スカウトの精
神です。ぼくは、スカウトのおきてをあまり意識していませんでした。でも、毎朝のスカウツオンサー
ビスで自分を見つめ直し、スカウトのおきてを頭にうかべて生活することができました。
３つ目は、自分の能力です。ぼくは、とてもスムーズにテントを設営したり、ご飯を作ったりできたと
思うけど、まだ班長や次長にはとどかないと思うので、日々の訓練で、もっとスカウトのスキルをみが
いて、立派なスカウトになれるように、がんばりたいと思います。
スカウトジャンボリーとても楽しかったです。

まとめることが出来た喜び

上級班長 新潟１５団ＶＳ トラ班 加藤 凌

僕が今回のジャンボリーで心に残っているのは、２つあります。１つ目は、集団行動の難しさです。
いつも、原隊で活動している時はあまり人数も多くないので、自分達の作業が終わったら自由時間とい
う形でしたが今回はとても人数が多い上に技術がなかったりしてできないスカウトもいました。そうい
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った時に、助けにいかなければいけませんでした。しかし、そこで助けてあげることができずに自分達
で先に進んでしまう事が多くあったので、直していかなければいけないと思い、勉強になりました。
２つ目は、上級班長としてまとめることの大変さです。
「集合」と言ってもなかなか集まらずにいろん
な所にウロチョロしているスカウトがいてとても大変でした。しかし、最後の方ではうまくまとめるこ
とが出来て、その時はとても嬉しく思いました。今回のジャンボリーでは、普段学べないような貴重な
体験ができました。しかし、この体験をうまく活かさなければ意味がありません。ですのでこの体験を
これからうまく活かしていきたいです。

凄く楽しい

新潟１５団ＢＳ 二階堂 樹

僕がジャンボリーで思い出に残っているのは、エキスカーションです。僕達の班は、海上自衛艦体験
乗船でした。本当は、船に乗る予定でしたが、その日は暴風雨で波が強く、船に乗ることは、出来ませ
んでした。後思い出に残っているのは、日本一を決めるモジュールプログラムです。僕達の班は、ロー
プ結び(班旗立て)と、キャンピング(火起こし)をやりました。班旗立てでは、班旗は倒れるし、火起こし
では、持っていった木材が、全部針葉樹で、木は割れないし、火も付きませんでした。まだまだ練習不
足だと思いました。後は、3 日目に行われた友情ゲームです。友情ゲームでは、
「そなえよつねに」の文
字を完成させるとクリアというルールで、僕は、
「よ」のカードでした。プラザに行くとめちゃくちゃ人
がいて、最後一文字以外は、すぐに集まりました。最後まで見つからなかったのは、
「そ」のカードの持
ち主でした。最初皆んなバラバラだったから見つけやすかったのに、時間がたってくると、単独で行動
している人が少なく見つけにくく、しかもどのグループも、「そ」のカードの持ち主を探していました。
個人的に「そ」のカードの持ち主って凄い少ないんだなと思いました。僕がジャンボリーに参加しての
感想は、凄く楽しいですが、その反面早く起きなきゃいけないことや、シャワーが、浴びれない日があ
ったりして凄く大変でした。でも参加して他の県の友達も出来たし、交流会も凄く楽しかったです。次
回東京で行われるスカウトジャンボリーに仲間と一緒に参加したいです。

楽しかったこと

新潟１５団ＢＳ 金子

智哉

今回の第１７回日本スカウトジャンボリーに参加して楽しかったことは、３つあります。１つ目は、
行きと帰りのバスの中です。バスの中で雑談をして盛り上がったり、ゲームをしたりして楽しみました。
中でも 1 番おもしろかったのは、人狼ゲームでした。２つ目は、プログラムです。自分達の班は、エキ
スカーションプログラムの抽選が当たったので、自衛艦に乗りに行きました。しかし、あいにくの悪天
候で見るだけでした。残念でした。他のプログラムは日本一を決めるものでした。でも満足な記録も出
せずじまいでした。３つ目は、ジャンボリー大集会でした。宇宙飛行士の野口さんや皇太子様がいらっ
しゃってすごかったです。最後に、またジャンボリーに仲間と一緒に参加してみたいです。
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悪かったこと、良かったこと、改善点を発見

新潟１５団ＢＳ 山本

流星

今回のＮＳＪで楽しかったことは４つあります。１つ目は他国、他県の人と交流することができたこ
とです。特に交流会では年代関係なくみんなが楽しめて良かったです。友情ゲームでは、台湾や千葉な
どさまざまな場所から来た人と「そなえよつねに」という七文字を作りました。私は「よ」という文字
でした。最後の一人の「そ」が見つけるのが大変でした。途中うまくコミニケーションが取れずグダグ
ダになったりしてしまいましたが、結果的に結構早く終わってよかったです。他にも「こんにちは」や
「Hello」などという元気な挨拶、路上で会ったら始まる「イェーイ」という掛け声と一緒にする謎のハ
イタッチなどなど普段より触れ合う人が多い分いろんなところ、いろんな機会に交流することができと
ても楽しかったです。
２つ目は、エキスカーションです。私たちの班では海上自衛官体験乗船に当たりました。ですが、強風
の為乗ることはできませんでした。しかし、船の周りからの見学はありとてもいい経験になりました。
中でも興味深かったのは、この船が木造船だということです。船というと鉄などのイメージが強く木造
と聞いた時はとても驚きました。他にもありとあらゆる魚雷を除去するためにさまざまな設備が搭載さ
れていました。これからも日本の海を守るため頑張って欲しいと思いました。そのあとは、バスに乗り
平家の里に行きました。バスの中では千枚田も見られ楽しかったです。平家の里には家の格の違いなど
さまざまなことがわかりました。
３つ目はモジュールプログラムです。ここでは、ジャンボリーゲーム日本一の種目を決めるためなどの
さまざまなゲームがありとても楽しかったです。班旗の木はしなるし、火起こしでは、針葉樹で気が割
れないし火も付きませんでした。結果的にどれも上手くいきませんでしたが悪かったこと、良かったこ
と、改善点などが分かりとても良い経験になりました。良かったところは続けて行き、悪かったところ
は改善していきたいです。
最後は、キャンプ生活です。普段とやっていることはあまり変わらないもの多くの人、これを機に知り
合った人など、普段と違うところもたくさんあり普段のキャンプよりも楽しかったです。特に楽しかっ
たのは、炊事です。炊事では担当班があるもののみんなが協力してくれてよかったです。
次回の日本スカウトジャンボリーin TOKYO 今度は大学一年生の年なので親の金を借りるのではなく、
自分が頑張り自分で払って次回のジャンボリーに行きたいです。

楽しいキャンプ

新潟１５団ＢＳ 川崎

白音

最初は、ほかの団、県の人たちと、うまく交流できるか不安でした。しかし、交歓会や開き時間に、
ほかの隊のキャンプサイトに交流しにいくことで、ふだん、接することのない、ほかの県のたくさんの
人たちと交流し、仲良くすることができました。また、１週間のキャンプの中で、テントがくずれたり、
補強が必要になったりすることもあり、練習して、次たてるときは、たおれないようにしたいと思いま
した。他にも、船を見学したり、（海があれて、乗れなかった。）売店で家族へのおみやげや、ライト、
ナイフなどを買ったりなど、とても楽しい思い出を、つくることができました。日本スカウトジャンボ
リーに参加して、１週間、とても楽しいキャンプでした。行けるかどうかは、わかりませんが、きかい
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があったら、世界スカウトジャンボリーにも参加して、外国の人たちとも交流し、今回のような、楽し
い思い出をつくりたいです。

一生心に残るような思い出

新潟１５団ＢＳ 駒形

和樹

初めての日本スカウトジャンボリーに参加して、たくさんのことを学ぶことができ、一生心に残るよ
うな思い出となった。この珠洲の地で、僕たちは様々な体験をした。２日目の開会式では、タップダン
スを披露してくれたり、この大会テーマソングを披露してくれたり、この大会テーマソングを歌ったり
して大いに盛り上がった。３日目は、神奈川１７隊と交流した。４日目のジャンボリー大集会では、普
段やることも見ることもできない、エイサーや花笠音頭、阿波踊りなどを見たり、踊ったりした。５日
目はプログラムでハイキングをして、広島 3 隊と交流した。６日目の閉会式では、野外ステージの近く
で見ることができ、最後は花火が上がった。この日本スカウトジャンボリーでは、嫌なこともあったけ
ど、楽しく終わることができた。次は、東京。ボーイスカウト日本連盟創立 100 周年となる第 18 回日
本スカウトジャンボリーには、絶対参加したい。

勇気を出して

新潟１５団ＢＳ 板垣 励

2018 年 8 月、僕は今回のジャンボリーで多くの活動をし、たくさんのことを学びました。
その中でも一番心に残ったプログラムとその活動をして、ためになったことを紹介したいと思います。
僕が一番心に残った活動は、友情ゲームです。言わなくても分かるかもしれませんが友情ゲームとは一
人ひとりに、ある文の文字の中の一文字だけ書いてある紙を渡し、違う文字の人たちがグループになっ
て、ひとつの文を作れたらよいというゲームです。僕は結構口下手なのでこういうのは苦手なのですが、
勇気を出して呼びかけたら割と早く終わりました。終わったころにはとてもすがすがしい気分でした。
最後の文字の人がいなくてなかなか大変でした。とても楽しかったです。口下手な僕でも終えることが
出来、本当に良かったなと思いました。また、今回みたいにだんだんと勇気をだして積極的になれたら
いいなと思いました。違う県や国のスカウトとコミュニケーションをとることが出来、本当に良かった
です。他にもいい経験になったことはたくさんあります。ジャンボリーでの経験を、日常生活に生かし
ていきたいと思います。

絆、思いやりの心、思い出、感謝

新潟１５団ＢＳ ライオン班 三島 拓

僕がジャンボリーで学んだことは、目標にもあった「感謝」です。このジャンボリーでは、たくさん
感謝することがありました。隊長、副長、班のみんな、その他の関係者の人達、そして能登の地です。
隊長や副長には、いろいろな面で新潟２隊を支えてもらいました。班のみんなは一緒に協力して行動し
ました。関係者の人達も、ジャンボリーで僕達が楽しくできるように、ずっと前から考えてくれました。
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能登の地は、ジャンボリーの会場としていろいろな物

一絆、思いやりの心、思い出、感謝一

を創っ

てくれました。ジャンボリーは、僕にとてもいい事を教えてくれました。そして、僕がジャンボリーで
一番大切だと思ったことは、楽しむことです。いくら良い功績を残したとしても、楽しまなければジャ
ンボリーはつまらなかったことになってしまいます。僕は、ジャンボリーの７日間あっという間に過ぎ
たようにおもいます。自分の目標を達成できて良かったです。

僕の楽しかったこと・悔しかったこと

新潟１５団ＢＳ 熊倉

慈音

僕の楽しかった事はご飯作りです、理由は最初あまりご飯作りをしていなかったからです、僕はご飯
作りと言っても玉ねぎの皮をむくぐらいでした、しかしジャンボリーに行って野菜や豆腐など切りかた
を教えてもらうとどんどん切るのが早くなっていて切るのが楽しくなりました。そしておばあちゃんの
料理に手伝えるようになりました。
悔しかったことは、3 日目に海に入れると楽しみにしていて 3 日目に海に入れる日だ～思っていったら
海に入る列ができていて結構待つな～と思って待って入れるーと思ったら 1 時間待ち。１時間後には配
給の時間だったのでやむをえず僕は、海に入れなかった愚痴を言っても帰りました。

ジャンボリーに行けてよかった

新潟１５団ＢＳ 二階堂 晴

僕は、第１７回日本スカウトジャンボリーでたくさんの思い出をつくることができました。開会式で
は、すごいひとがたくさん来たり、能登の力未来を歌っている人がきたので、とても楽しかったです。
神奈川県との交歓会では、神奈川の人とたくさん交歓できたり、自分たちで考えたスタンツが、うまく
いってよかったです。初めてのモジュールプログラムでは、ジュピターエリアで丸太に乗って、ふとん
でたたきあって、相手を丸太から落とすというものをやりました。最大、２回まで戦うことができ、２
回とも勝つことができました。友情ゲームでは、１時から始まって２４分から３０分くらいで「そなえ
よつねに」のカードが全てあつまって、エンデバーのサブキャンプに行ったら 1 番だと言っていたので
とてもうれしかったです。閉会式は、最後だと思って元気になったきがしました。最後の花火は、とて
もきれいだったけど、花火のパターンが３パターンしかないのに気がつきました。僕は、第１７回日本
スカウトジャンボリーに行けてよかったと思います。

ジャンボリーに参加して成長

新潟１５団ＢＳ 福田

大耀

今回の第１７回日本スカウトジャンボリーに参加して成長したことがあります。それは、コミュニケ
ーション能力です。その理由は、他の隊と交流した時に積極的に話せたからです。
そのおかげで、友情ゲームというプログラムでは自分からすすんで行ったり、話したり、交換をするこ
とが出ました。広島県との交流会では、交換をいっぱい出来て交換品がたくさんもらえました。その後
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の猛獣狩りに行こうよという、猛獣の名前の字数のぶんだけ集まるゲームでは、知らない広島の人に真
っ先に集まれました。その次の突然変異じゃんけんというゲームでも知らない広島の人に真っ先にじゃ
んけんを、することができました。
神奈川県の交流会では、交換をする時に相手に「交換しない。」と聞いたら「いいよ。
」と言ってくれま
した。このことから私は、１７回日本スカウトジャンボリーに参加し、コミュニケーション能力が成長
したなと思いました。これからもこの様な体験が、出来るなら積極的に参加していきたいと思います。
次にジャンボリーに参加して大変だったことは、食事当番です。それが、大変だった訳は３つありま
す。１つ目は、使った水の分だけ水を取りにいかないといけないからと、新潟２隊から給水場の距離が
長く、更に水を入れたタンクが重いからです。２つ目は、洗った時の汚い水、排水を捨てに行かないと
いけないからです。約２５Ⅼの排水をこぼさずに給水場に持っていき、ザルに捨て、ザルに着いた残飯
をもっていかないといけないから大変でした。３つ目は、ご飯を炊く釜を洗うことです。釜は、直で火
にあたっているので、下が焦げます。そのせいで、洗う時に中々落ちなくて苦戦しました。
でも、これまでの困難だったことを仲間と共に協力して乗り越え、頑張ってこれたからこそ、今の自分
があるのだと思います。今までの事を家で活かしていきたいと思います。お母さんが毎日している洗い
物がどれだけ大変なのかが分かりました。これからは、洗い物を手伝いたいと思います。

ジャンボリーで楽しかったこと

新潟１５団ＢＳ 吉川 匠

ぼくがスカウトジャンボリーで楽しかったことは、日本一や大集会です。日本一は火おこしなどがあ
りました。旗もありましたが一番は火おこしでした。ほかの班は火をはやくつけていましたがライオン
班とトラ班は、つけられませんでした。開会式はいろいろなプログラムがありとても楽しかったです。
大集会では山田吉田という人が来ての「との力みらいへ」を歌いました。閉会式は「北りくアイドル部」
がきました。いろいろなきょくがありました。ショップではチーフリングなどのいろいろ買いました。
次の日本ジャンボリーは東京になりました。東京ではとしみたいなジャンボリーを目指しているそうで
す。これまでかいたとおり、ジャンボリーはとても楽しかったので次の東京でも楽しみです。

普段の活動ではできない貴重な体験

中蒲原７団ＢＳ トキ班 宮下 隼

僕は日本スカウトジャンボリーに参加しました。普段の活動ではできない事や貴重な体験が多くあり
ました。とても楽しかったです。会場は能登半島でした。海の近くでも、暑い日が続きました。
何日経っても、疲れても友情だけは壊れませんでした。サイト内だけではなく、県外や国外のスカウト
とも友情を深めることができました。ここでしか会えないスカウト達と、交流できてとても嬉しかった
です。このキャンプをしていく上で友情は必要です。料理するのも、テントを張るのもそれが無ければ
辛さしか残りません。僕がこのジャンボリーに参加して学んだことは、友情の大切さです。その時しか
会えなくても、大切な友達です。この先の活動でどんな苦労が待っているかは分かりません。しかしあ
の時の友達を思い出せれば乗り越えられると思います。
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「そなえよつねに」の大切さ

中蒲原７団 トキ班 佐藤

英哲

日本ジャンボリーを終えて、僕が学んだことは「そなえよつねに」の大切さです。モットーでありな
がら僕の中では存在を忘れていました。団キャンプで忘れ物は必ず 1 つはしていました。でも、今回の
日本ジャンボリーでは忘れ物は一切ありませんでしたが、日本ジャンボリーで長ズボンしか持ってきて
なくて、足やももの裏にあせもがたくさんできて大変でした。新潟２隊の人でも半ズボンを持ってきて
いる人がいて涼しそうな顔をしていました。後から感じました。能登は「暑かったなー」と。
だから、第 18 回日本ジャンボリーの時は東京は暑いかどうかわからないけど、僕はその時高 1 なので、
自分の事は自分で判断し、自分にとって悪影響の無いジャンボリー生活になるように自分自身、
「そなえ
よつねに」を心に刻んで生活したいです。
僕の中で忘れかけていた何かを思い出せました。僕は小４からテニスを始めました。そのときはまだ
ボーイスカウトとテニスの両立が難しかったです。でも、今はたまにボーイスカウトを休む時もあるけ
ど、ボーイスカウトを辞めず続けて良かったと実感できました。スカウトとしてスキルアップ、テニス
のレベルアップ両方目指します。「そなえよつねに」を忘れずに！

こんなに楽しいとは思っていませんでした

中蒲原７団ＢＳ トキ班 小林

大珂

僕がジャンボリーに行って思ったこと６つあります。１つ目は、いつものキャンプと日数が増えた位
で変わりはたいしてないと思っていたけど実際に行ってみたらすごく違いがありました。
２つ目は日本一プログラムです。僕の班は班旗立てをしました。結果は全ての班が立ちませんでした。
こんな結果になるなら班旗の棒だけ立てれば良かったと思いました。３つ目は夕飯のゴーゴーカレーが
ものすごく辛かったです。ここまで辛いカレーは初めて食べました。
４つ目は場外プログラムです。僕の班は残念ながら抽選ではずれました。次のジャンボリーでは必ず行
きたいです。５つ目は撤営です。４時半に起きて撤営を始めたけど４時半がこんなに明るいとは
思っていなかったです。６つ目は帰りのバスです。帰りのバスはみんな寝ると思いきや半分以上の人が
起きていました。ジャンボリーはこんなに楽しいとは思っていませんでした。２０２２年東京も絶対行
きます。
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（リーダー編）
派遣第２隊 副長 新潟５団 鈴木隆之
ジャンボリーに参加するのは、１９９８年に秋田で行われた１２回以来となりました。
参加を決めてから、準備・訓練と目まぐるしく月日が流れ、あっという間に会期が終了してしまいまし
た。縁あって神奈川と広島の派遣隊と交歓会を行う事が出来ましたし、普段なかなか会える事が出来な
い方々を、お互いに探して再会することが出来ました。
ジャンボリーへの参加は、色々な方々の支援によって成り立ってます。派遣隊指導者の皆様は、１週間
に渡り仕事を休み、家事を休み、スカウト達のために時間を頂き感謝申し上げます。また、運営スタッ
フの皆様は、殺人的な運営スケジュールにも関わらず、我々参加者のため業務に従事して頂き、本当に
感謝申し上げます。
１８回は東京での開催です。原隊で参加対象となるスカウト全員が参加出来るよう、スカウトと保護者
の皆様にジャンボリーの素晴らしさを伝えていくと共に、今回の反省点を解決に導けるよう、準備を怠
らず備えていきたいと思います。

派遣第２隊 副長 新潟５団 高橋明日香
私自身スカウトスキルが充分ではないものの女子スカウトが参加する事もあり、少しでもお役に立て
ればと１７ＮＳＪに参加させて頂きました。私が目標にしていた事は「自分自身が体調不良にならない
事」
「スカウトの様子を見る事」「全員で無事に新潟に帰ってくる事」の三つでした。
好天が続き、暑さのため屋外での活動禁止令が出てテントサイトで待機する日もありましたが、大きく
体調を崩すスカウトがいなかったことは何よりでした。スカウト達は初めてのジャンボリーに戸惑いな
がらも他県隊との交流や、日本中のスカウトが一同に集う大規模なセレモニーに興奮と喜びを全身で味
わっていました。その様子を間近で見ることができたのは私にとっても忘れられない思い出となりまし
た。この素晴らしい機会を与えて頂き、誠にありがとうございました。

第１７回日本ジャンボリー参加、感想

副長 新潟１５団 福田 秀樹

私は今回、初めて、日本ジャンボリーに全期間、参加しました。行く前には、新潟 2 隊派遣指導者
を中心に GW 期間中、GAT（ゴールデン・アロー・トレーニング）に参加。派遣隊メンバーを中心に 2
泊 3 日の訓練を行いました。それ以降は、定期的に約 2 週間に 1 回のレベルでミーティングを実施し、
十分な意見交換、準備を行いました。
お陰様で、8/4（土）から現地に乗り込み、8/10（金）までジャンボリーをいざ、経験してみると、以
外と大きなトラブルなく、ジャンボリーを過ごせたと思います。これも、偏に派遣 2 隊指導者と新潟県
連の事前の準備が良好だった事だと思います。派遣 2 隊指導者メンバーに大変深く感謝申し上げます。
実際のジャンボリー自体はどうだったか？と、聞かれると、いろいろな意味で準備不足。大会準備の不
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備を強く感じました。以下に気が付いた点を幾つか、列挙致します。
１．大会のモジュールプログラムの不備 1
マーキュリーで受付けが 1 か所のみで、受付けに時間が掛かり過ぎ。更に、受付け後、プログ
ラムに参加するのに 1 時間待ち。その後の自隊の活動予定を考え、プログラム参加を諦めた事は
残念でした。スカウト達が非常に残念がっていました。
２．大会のモジュールプログラムの不備 2
サターンで火お越しプログラムがあったが、「自隊から薪を準備して持ってくる。
」との連絡が
あった。大会主催者側で薪を準備するべきで、同一条件での試合ではない。また、薪を 4 本準備
出来ない班は、参加禁止も酷い話である。
（これは、３．にも関係する。）参加出来なかったスカ
ウト達が可哀そうと感じた。
３．薪の配給について
初日に、
「自由に好きなだけ、使用して良い。
」という話であったが、薪が不足し、途中から、
薪の配給不能となった。予め、サイトの人数に対して、薪の数量が予測出来ないのか？疑問を感
じた。
４．オフィシャルショップのグッズ不足
オフィシャルショップでグッズを購入するスカウト達からの情報では、開店 2 日目位で、グッ
ズが不足したとの情報でした。ボーイスカウト日本連盟として、グッズ販売により、収益を上げ
るチャンスであり、購入したいスカウト達に十分なグッズの販売が出来なかった事は準備不足を
否めない。これまた、グッズの販売数量が予め、予測出来ないのか？疑問を感じた。
一方、ジャンボリーは、スカウト達及び私にとって、非常に貴重な経験の場所であった。３大インフ
ラ（電気、水道、ガス）が無い中、１週間のキャンプ生活を送る事は私自身、初めての経験であった。
普段、３大インフラがある中で生活をしている我々は、何不自由なく、生活を送れているが、給水・排
水を自力で行い、薪で火をお越し、釜戸で炊事をし、クーラーの無い中、どの様に環境に対応して生活
を送るのか？全てが生きる本質を見直す機会であった。この様な機会を得て、仲間と助け合い、協力し
合い、生活を送るはスカウト達に将来、非常に役立つ物（記憶＝経験）となると感じた。これがジャン
ボリーを行う１番重要なポイントではないか？と思う。
次に重要と感じたのは、ジャンボリーが幅広い意味でのコミュニケーション育成の機会である事です。
スカウト達は、まず、派遣隊・新潟 2 隊の中で自団のメンバー以外の仲間とコミュニケーションを深め、
ジャンボリー参加の全てのスカウト達とコミュニケーションを深め（新潟 2 隊は、神奈川 14 隊、広島
3 隊と交歓会を実施した。
）、ジャンボリー期間中の全ての人々と挨拶を交わす事を学んだと思う。現在
コミュニケーションツールとして、ネット、SNS が普及する中、顔を合わせ、言葉を交わし、コミュニ
ケーションの原点を再確認する機会を経験した事は大きな財産である。
最後に、今回のジャンボリーは、かなり多くの不具合を感じたが、全体を通して、大きな事故もなく
幕を閉じられた事は大変良かった。今ジャンボリーを主催された石川県連盟及び日本連盟に感謝したい。
また、次回の開催地・東京は、恐らく、初の都市型ジャンボリーとなると思われるが、この準備を十分
に進めてほしいと感じた。更には、次回の東京開催は 100 周年記念大会でもあり、プログラムの充実に
大きな期待をし、楽しみにしながら、自隊のスカウト達を更に訓練して臨みたい。
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ジャンボリーを終えて思う事

副長 中蒲原７団 佐久間 豊

私にとってジャンボリーは今回で 3 回目である。初めてのジャンボリーは中学 1 年生で第 9 回白石。
台風直撃で碌な思い出が無い。二回目は高校 1 年で第 10 回妙高。これまたサイト整備が主で炎天下で
の草刈りや大釜でのカレーを食べ損ねた辛い思い出しかない。
しかし私にとってジャンボリーでの記憶は今まで生きてきた中でかなりのウェイトを占めてきた。
私としての人格を構成する重大な要素たる物ですらあると断言できる。無論良い方の要素である。
かような経験をしてきた中でほぼ三十年ぶりのジャンボリー参加、しかも今回は派遣団指導者としての
参加である。派遣団を送り出す為に随分と長い時間を掛けて事前訓練や指導者会議を重ねてきた。
過去私が参加したジャンボリー派遣団指導者も私の様な苦労を重ねてきたのだと思うと、その苦労たる
や大変なものであったろう事は容易に想像できる。特に第 10 回妙高の際はホスト県としての対応であ
る。あの頃お世話になった諸先輩方の苦労の何分一かを漸く私も体験出来た訳である。
又、如何にスカウトに良い経験、良い思い出を積ませることが出来るのかという思い、当時の未熟な私
にはとてもそこまでの思いまでは至らなかった。参加して日々を過ごすのが精一杯であった為も有るだ
ろう。
振り返って今回の派遣スカウトジャンボリー参加が初めてのスカウトばかりであった。具体的なスキ
ルの話として感じたのは薪による炊事の未熟さである。火を維持する事のみに腐心して炊飯中だと言う
事を忘れ焦がしてしまう事や空気の流れを意識せず薪を詰めこむだけ等、原隊に於ける炊事とは異なる
条件である事を加味してもとてもスカウトだけに任せられる状態ではなかった。
我々派遣隊指導者としても事前訓練での技術の習得をもっと意識するべきであったと大いに反省する点
である。又、トキ班で顕著だったのが複数の隊での合同班編成が上手く機能してなかったと思われる点
である。どうしても原隊単独での野営訓練とは勝手が違う為スカウトが原隊単位に割れてしまいがちに
なり意思の疎通が上手く行ってない行動が見受けられた。
大人の思惑通りに行かなかった訳で、この点は次回ジャンボリーでの懸案として是非捉えて戴きたいと
共に原隊スカウトのみで班編成させられない己の不甲斐無さを嘆くものである。
更に言えば次回ジャンボリーに於いては原隊単位に固まらない様に完全にバラバラにした状態で班編成
する事まで検討するべきであるとさえ思うが、その為の事前訓練を一体どれくらい開かなければ成らな
いのか、を考えると非常に悩ましい問題である。が、次回はジャンボリー参加経験スカウトが何人か参
加するだろうから今回よりは編制し易いとは思うが油断は禁物である。四年後を意識して早めの行動を
執る必要がある。
果たして今回の派遣隊に於いて全てのスカウトが良い思い出、良い経験を経て素晴らしい機会を経て
成長できたのだと私は胸を張って言えるのだろうか。又、我々指導者は今回の派遣隊編成に伴い万全の
準備を整えたと言えるのだろうか。我々はもっと早くから派遣隊編成に取り掛かるべきだったのではな
いか特に今回スカウトの御守りを押し付けた格好になったトラ班のスカウト諸君は自分達のジャンボリ
ーを心から楽しめただろうか。原隊に復帰後今回日本スカウトジャンボリーに参加した全てのスカウト
がジャンボリーを経て何かを感じ取ってくれたと期待したいものである。
又、残念ながらジャンボリーに参加する事叶わなかったスカウト諸君達に己の得た経験を堂々と披露出
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来る事を祈りたいものである。その経験が将来のジャンボリー参加スカウトへの夢や目標になる事を期
待して。
新潟に帰ってきて一か月も経ってないが既にあの猛烈な暑さや草いきれが懐かしい。そして日々考え
る。今回参加した私自身も何かしらの成長があったのかスカウトの指導に役立てられる何かを得られた
か己自身が今後のスカウト活動にどう関わって行くのか、と。
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１７ＮＳＪ

報告書

日程：2018 年 8 月 4 日(土)～10 日（金）
場所：石川県

珠洲市きらら浜

ボーイスカウト長岡１団

小林

裕人

７日間

新潟派遣第３隊
新潟第３隊 １７ＮＳＪ 報告書
１．

新潟派遣第３隊 隊長 長岡１団 小林

裕人

資材について
中越地区、加茂１団さんより、多大なる協力を始め、他の団からも多数の協力を頂いた御蔭で、
十分に整えることが出来た。協力に感謝いたします。

２．

野営管理について
今回も１６ＮＪ同様に、マーキーテントを使用し、キャンプベッドにて個人スペースを確保し
たことにより、大きな病気もなく、快適に過ごすことが出来た。また、常に塩分と水分を補給す
るよう、ジャグと塩ラムネを常備し、いつでも補給可能な状況を作った。
炊事は、班炊事として、おかずのみ班単位で作らせ、ご飯は、ベンチャー隊がはがまで炊くと
いう形式で実施。各班が刺激し合って、炊事時間の短縮となり、その他の活動の時間が十分に確
保出来た。

３．プログラムについて
行動については、班長中心とした班単位での行動を促し、プログラムへの参加も班毎に自由とし
た。交流会は、ベンチャースカウトが中心となって、交渉にあたり、滋賀と静岡の隊と計２回サイ
トに招いて、キャンプファイア形式で交流を深めることが出来た。
４．健康管理について
熱中症対策として、熱中症指数上昇で活動禁止令が出たときには、ＯＳ－１を一人一本、強制
摂取させた。救護所については、虫さされと草かぶれによる受診をしたが、熱中症による点滴等
の重症には、至らなかった。また、睡眠も個人スペースが確保されていたこともあり、十分に取
れていたと思う。
５．予算について
必要な資材、交換品等について、援助頂いたので、不足はなかった。
６．改善点について
・マーキー形式は快適だが、ベッドの調達が困難なところがあった。
・資材費は、今回は足りたが、もう少し、交換品があると良い。
・各隊のすり合わせを早めに実施する必要がある。
７．所管
当隊は、優秀な副長の協力のもと、ベクトル合わせを常に実施することにより、私からのビジョ
ンが明確に伝わり、スカウトにとって、なるべく不利益にならないように努力出来た。船頭は、一
人。後は、サポートに徹して頂いた、副長達には、非常な感謝しています。
以

上
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（スカウト編）
楽しかったジャンボリー

燕１団ＢＳ 小山

拓巳

ぼくは初めてジャンボリーに参加した。まずは、びっくりしたこと。ぼくが一番びっくりしたことは、
やれる楽しいお店みたいな物があったことだ。ぼくの班もやろうと思ったが時間切れでできなくてくや
しかった。次にびっくりしたのは暑さです。珠洲はものすごく暑かったです。ねっちゅう症になるかと
思いました。暑すぎてねっちゅう症になりそうな人もいました。ぼくもたおれるかと思いました。
最後に感想です。珠洲でのジャンボリーはとても楽しかったです。とくにライブです。ライブはみん
なでライトをふってもり上がって、その日の夜は足がいたかったです。４年後のジャンボリーはつばめ
の友達と妹と東京に行こうと思いました、

たくさんの人とハイタッチができて

加茂１団ＢＳ 山田 健太（カモメ班

中１）

８月４日から１０日まで、石川県珠洲市で１週間の間『日本スカウトジャンボリー』が開催されまし
た。日本含めて、計１２ヶ国が派遣隊として参加した今回のスカウトジャンボリーは、
『冒険～能登のチ
カラ未来へ～』というテーマでした。自分は、初めてのジャンボリーでした。初めてのジャンボリーで
１番印象に残ったことは、いろんな人と交流したことです。歩いていて人とすれちがうと、多くの人が
ハイタッチなどたくさんしてくれました。たくさんの人とハイタッチができておもしろかったです。
他に、閉会式で自分の隊は２時間ほど前から並んで先頭で見られて、はく力がすごかったです。
次のジャンボリーは東京で行われます。また参加したいと思いました。

楽しく交流するうれしさ

加茂１団ＢＳ 鈴木 愛唯（カモメ班

中１）

私がこのジャンボリーで学んだり、良くなったと思ったりしたことは２つあります。
１つ目は、全然知らなかったスカウトの人たちと、楽しく交流するうれしさを知ることができた事で
す。外国の人とも話せた時は、英語はあまり話せないけれど進んで交流してくれて、これまでにない経
験ができました。
２つ目は、カモメ班の人たちや、新潟３隊の人たちと、より協力し合って過ごすことができた事です。
ご飯をつくる時に調味料、道具等が無い時には貸してもらったり、ある時は貸してあげたりして、いつ
もよりも、さらに団結する力が増せたと思います。
私は、この２つをジャンボリーで学んで、改善できていたと思います。ジャンボリーは、いろんな人
と交流ができて、最後の最後まで楽しかったです。このジャンボリーであったことをこれからに生かし、
また次回のジャンボリーも、ぜひ行きたいです。
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こんなに長いキャンプは初めて

加茂１団ＢＳ 中村 奈緒（カモメ班

中１）

８月４日（１日目）は石川県に着いて、重い荷物を持って会場まで歩きました。思ったより道が長く
て、疲れました。その後、荷物とかを運んで、寝るところを作って、夕飯を作って、いろいろして終わ
りました。８月５日（２日目）はまだプログラムが始まっていなくて売店に行きました。人がすごく多
くて、ただでさえ暑い日だったのに、もっと暑く感じました。夜は開会式がありました。開会式には、
ジャンボリーの曲を作った人が来て、ライブみたいなかんじになりました。８月６日（３日目）から、
プログラムが始まりました。私の班は午後のマーキュリープログラムに行ってサンドアートをしました。
受付を待っているときに、オレンジ色のアフロをかぶった人の集団が「ヘイヘイヘイ！」と言いながら
手をひろげて走っている人を見ました。普通にびっくりしました。
８月７日（４日目）フリーハグと書いたダンボールを持っている人を多く見かけました。フリーハグ
をしてもらうためのしかけを作っていた人もいました。夜に大集会がありました。帰りに、人が多すぎ
て前の人を見失いそうになりました。８月８日（５日目）どこのプログラムか忘れたけど、グラウンド
ゴルフをしました。もう少しでゴールなのに、いきおいよく飛ばして反対側（スタート付近）まで飛ば
していた人がいました。その人（班員）は『やってしまった…』というかんじで、後ろにたおれ、顔を
おさえていました。けっこうとばしすぎていたので、私は爆笑してしまいました。
８月９日（６日目）班員が急に「俺もフリーハグのかんばんつくろうかな…」と言い出しました。班
員が急に「やみ市してくる」と言い出しました。フリーハグの方は最年長だったので、最年少のやみ市
について行きました。１人すごく商売上手な子がいて、交換がスムーズにいって、たくさん交換してい
ました。夜に閉会式がありました。北陸のアイドルの人が来ました。最前列だったので見やすかったで
す。閉会式が終わった後、班員が「○○ちゃんかわいかったな～」ともりあがっていました。寝る時は、
ベッドとか全部解体していたので星空の下で寝ました。
８月１０日（最終日）ゴミが残ってないか念入りに確認して、荷物を持ってバスのところまで行きま
した。……重かったです。サービスセンターでおみやげなど買ったりして楽しかったです。
こんなに長いキャンプは初めてだったのでいい経験になりました。つらいときもあったし、どうすれ
ばいいのかわかんないときもあったけど楽しかったです。

沢山の友達、沢山の思い出

加茂１団ＢＳ 関根 奏太（カモメ班班長

中１）

僕がジャンボリーで楽しかったことを３つあげたいと思います。
１つ目は開会式です。会場に着いて初めての大きなイベントでした。席は後ろの方でしたがよく見え
ました。開会式のプログラムでは神奈川県のフラッグパフォーマンスがいいと思いました。沢山の技と
キレの良い動きで会場が盛り上がりました。２つ目は、他県の人や海外の人との交流です。ワッペンや
チーフリングなどを沢山交換しました。新潟では見ることも手に入れることもできない物が沢山ありま
した。香港や大阪、千葉、アメリカなど沢山の人と交換しました。特に僕が気に入っている物は、大阪
と岡山と神奈川のチーフで、どれもデザインがきれいで色合いがいいからです。３つ目は閉会式です。
最前列で見たので、後ろで見た開会式とは違って緊張しましたし、迫力がありました。最後のライブは、
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ほくりくアイドル部が会場を一気に盛り上げました。最初は乗り気ではありませんでしたが、小林隊長
に「楽しんだもん勝ちだぞ」と言われたので本気で楽しみました。ライブ後の花火もきれいに上がり最
高の思い出になりました。最後に沢山の友達、沢山の思い出が出来て嬉しかったです。
次のジャンボリーは１００周年記念として東京が選ばれました。次も絶対行きたいと思いました。

☆１７ＮＳＪ☆楽しかったことベスト５

加茂１団ＢＳ 髙橋 空（カモメ班

小６）

①大集会、フラッグパフォーマンスが格好良かった
②グラウンドゴルフ、違う県の班との対抗戦が接戦になって盛り上がったところが面白かった
③閉会式、一時間半前から並んだおかげで、スカウトパフォーマンスが最前列で見られた
④開会式、営火のセレモニーの組み木がとてつもなく大きくて凄かった
⑤ゴールドッヂ、風でフリスビーの動きが読めず面白かった
参加してみて、隊長たちやベンチャーの人達の手助けが、とてもありがたいと思いました。自分もベ
ンチャーになったら仲間として助ける側で頑張りたいです。でもその前に、次の東京のＮＳＪにボーイ
として参加したいです。

初めて参加した１７ＮＳＪ

加茂１団ＢＳ 酒井 史遠（カモメ班

小６）

ぼくは、８月４日に石川県珠洲市で開催された、７日間の、第１７回日本スカウトジャンボリーに初
めて参加しました。最初は７日間のキャンプは長いな～と思いましたが、行ってみると一年いてもいい
くらい楽しいものでした。ジャンボリーでの活動は、東京・大阪・神奈川・石川・岐阜・愛知など全国
のスカウト達とのグッズ交換や、グラウンドゴルフやフリスビーサッカーの対戦をしました。香港・イ
ンドネシア・アメリカ・イギリスなどの外国のスカウトとも英語で交流出来ました。サンドアートやチ
ーフリング作りもしました。大集会では、宇宙飛行士の野口聡一さんと皇太子様がいらっしゃいました。
どちらもボーイスカウトの先輩と聞いてぼく自身も誇らしい気持ちになりました。閉会式では、アイド
ルが来て一緒に歌っておどり楽しかったです。最後に花火が打ち上げられてさらに盛り上がりました。
今回のジャンボリーでは、ナイフや火の使い方、マーキーの設営などキャンプの知識などたくさん得
ることができ、とても勉強になりました。
次回、４年後のジャンボリーは、東京と聞いてわくわくしています。それまでにぼくは、今回得た知
識を生かして、上級スカウトになれるようにがんばりたいです。

みんなが心配してくれて

加茂１団ＢＳ 塩野 将仁（カモメ班

小 6）

第１７回日本ジャンボリーに初めて参加しました。開会式で約１万３千人のスカウトが集まって、テ
ーマソングやイメージソングを合唱したときの迫力はすごかったです。
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班行動ではサンドアートに参加しました。カモメ班で協力して雪だるまを上手に作る事が出来て良か
ったです。海外からのスカウトとも、がんばって英語を使ってワッペンやチーフを交換することが出来
たのでうれしかったです。大集会では具合が悪くて参加できなかったけど、みんなが心配してくれてう
れしかったです。参加前は不安があったけれど、どんどん交流していくうちに楽しくなって今は、次の
東京での日本ジャンボリーやアメリカでの世界ジャンボリーにも参加したいと思っています。

楽しかったサンドアート

加茂１団ＢＳ 山田 康太（カモメ班

８月の４日から１０日までの間、第１７日本スカウトジャンボリーに行きました。

小６）

ジャンボリーで

楽しかったことは、プログラムの色々な競技です。特に楽しかったものは、サンドアートです。この競
技は砂で色々なアートを作る競技です。ボクたちは、新潟県で有名な物を作るのがテーマでした。ぼく
たちは、砂で雪だるまを作りました。作っているのは楽しかったです。写真をとったあとに、班長がす
ぐにこわしてしまって台無しになりました。でも、砂でアートを作るのは初めてで難しそうと思ったけ
れど、意外に簡単でした。
次のジャンボリーは、東京で行います。このジャンボリーと同時にボーイスカウトは百年の節目をむ
かえます。そのジャンボリーにも参加したいと思いました。

そなえよつねに

西蒲原 7 団ＶＳ 本間

海那

私は 8 月 4 日から 10 日まで石川県珠洲市で行われた第 17 回日本スカウトジャンボリーに参加して
きました。今回は第 16 回日本ジャンボリー・第 2 3 回世界スカウトジャンボリーに続いて 3 回目のジ
ャンボリー参加となりました。初めてのジャンボリーから 5 年がたち責任の重い役割を任せられるよう
になりました。私は今大会中、特に 2 つの大きな役割を任せられました。
1 つ目は、皇太子殿下との昼食会に出席したことです。各都道府県連盟から 1 人ずつ代表が参加し、
昼食をとりながら殿下にスカウト活動での思い出などを発表しました。新潟連盟の代表としてこのよう
な貴重な経験をさせて頂いたことには感謝しかありません。
2 つ目は、信仰奨励プログラムにおける神道の集いで代表スカウトとして玉串拝礼をしたことです。私
の所属している西蒲原第 7 団の母隊が彌彦神社であリ、私が神道章を取得していることから代表に選ん
でいただきました。たくさんのスカウトの前で緊張しましたが、神社スカウトとしての誇りを持って玉
串を捧げることが出来ました。
また、私は新潟 3 隊に所属し、ベンチャースカウト（年長スカウト）として年下のボーイスカウトたち
をリードする役割を担いました。どのようにしたらボ一イスカウ卜が楽しめるかを考えながらアドバイ
スをしたり、交歓会(他県の隊との交流）を企画しました。
そして、今大会では過去のジャンボリーで会った仲間に再会することができました。遠くてめったに会
えない仲間だからこそ、再会した時には大きな喜びを感じました。
今大会では、今までにない緊張・責任・感動を経験しました。どのような状況に置かれても、常に冷静
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でいること、自分が持っている技術に自信を持って行動すること、その大切さを改めて感じました。今
後はスカウトの最高位である富士章取得を目標にし、活動に励んでいきたいと思います。

3 度目のジャンボリーだったからこそ
石川県珠洲市「リフレッシュ村

西蒲原 7 団ＶＳ 石﨑

智大

鉢ヶ崎」で開催された今大会、第１７回日本スカウトジャンボリー

は私にとって３度目を数えるジャンボリーでした。３度目と聞くと多いと関 k 汁方も少なくないと思い
ますが、今までに参加したジャンボリーはどれも一つ一つが私にとって特別なものであり、今大会も例
外ではありません。ではなぜ、過去に参加した第１６回日本ジャンボリーや第２３回世界スカウトジャ
ンボリーよりも大会規模の小さい今大会がこんなにも深く心に刻まれたのでしょうか。それにはいくつ
か理由があるのですが、ここではその理由の中から２つだけ厳選して書こうと思います。
まず一つ目の理由は、過去に参加した２大会とは自分の年齢や足り場、経験の量が違ったという事で
す。過去の２大会はどちらも最年少としての参加だったため、技能や経験は周りの先輩方に比べるとお
とっており、自分に自信が持てずあまり楽しみきれなかったのです。それに対して今大会は最高学年と
しての参加で、過去に２回もジャンボリーを経験していたため、気持ちに余裕を持てたこともあり、今
までとはまた違った意識でジャンボリーに臨め、沢山の新しい経験をする事が出来ました。今までの自
分は自ら知らない人に話しかけることを躊躇してしまっていたのですが、今大会では過去の経験や反省
を生かし、沢山の友達を作ることが出来ました、また、過去の大会で知り合った友達とも再会すること
が出来ました。これらは自分がこの立場になったからこそ経験できたのだと思います。
二つ目の理由は、開会式の諸旗掲揚に選ばれたことです。過去に参加した大会ではこの様な重要な役
割を担うことはなかったため知らされた時は嬉しさと緊張感でサイトの設営作業にすら集中できなかっ
たのを鮮明に覚えています。準備段階では色々と問題もあり、正直うまくいくとは思えませんでしたが、
本番ではしっかりと自分の役目を果たすことができたので良かったです。また、同じく諸旗掲揚に選ば
れた他県のスカウトとも交流会ができ、この活動を通して友達を作ることも出来ました。本当に良い経
験になったと思います。
これらの経験は、今大会が自分にとって３度目の参加だったからこそできたのではないかと思います。
そして、この様な機会をくれた親やリーダーそして友達には本当に感謝していますし、これからもこの
縁を大切にしたいと思います。

一緒に過ごした仲間達

西蒲原 7 団ＢＳ 藤原

宙士

私がジャンボリーに参加して感じたことは、外国人と日本人の物の使い方の違いです。日本人の人は
物を大切に使っていて物を投げるようなことはしていませんでした。それに比べて外国人はあまり物を
大切に使っているようには見えませんでした。とくに、シャワーの時など、服をぬぐときにぬぎっぱな
しにしているのが目につきました。私がこのような外国人にならないことはもちろん、外国人の方にも
っと物を大切にしなければいけないということを教えてあげれば良かったと、帰ってきてから思いまし
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た。もし、またジャンボリーに参加できるのであれば今回の反省を踏まえて、もっと楽しみたいです。
他にも感じたことがあります。それは、一緒に過ごした仲間達のことです。今回同じ班になった長岡
10 団の人たちは、みんな優しく、私のことを気づかってくれました。私が野菜を切っていると、すぐに
まな板と、包丁を持ってきて手伝ってくれたり、水のタンクを運んでいても替ってくれたりしてとても
嬉しかったことを良く覚えています。今回は初めてのジャンボリーで、どのような雰囲気なのかドキド
キしながら行きのバスに乗っていましたがみんなもドキドキしているだろうと思いながら、何とか他の
県の人と話すことが出来ました。ジャンボリー期間中に学んだことはたくさんありました。この体験は
ボーイスカウトに無いっていなければできないことであって、自分の人生におけるとても大きな経験値
になりました。とても貴重なことができてとても嬉しかったです。

仲間との生活は最高

西蒲原 7 団ＢＳ 本多

迦一

僕は、今年の夏休みに石川県珠洲市で行われた第 17 回日本ジャンボリーに参加しました。１週間キ
ャンプ生活をするのは初めてだったので、緊張して心配だったけれど、楽しく行ってこられて良かった
です。一番楽しかった事は、他の県のスカウト達とワッペンやチーフリングなどを交換して、その後に
キャンプファイアーをした交換会です。皆とてもノリが良くて、時間があっという間でした。もっと色々
な県のスカウトと交流したいと思いました。いつものキャンプとの違いは、選択をしなければいけない
事と、人数が多いので、トイレやシャワーが混んでいる事です。そして、一番大きな違いは、開会式、
大集会、閉会式の大きなイベントがある事です。色々な人やスカウト達が色々な出し物をしてくれまし
た。開会式や大集会は後ろの方だったけれど、閉会式では、かなり早く並んで最前列になったので、と
ても嬉しかったです。目の前で見たフラッグパフォーマンスはとても迫力があり、格好良かったです。
最後に、僕が所属した新潟 3 隊の仲間との生活は最高でした。このジャンボリーで学んだ事を、これ
からに生かしていきたいと思います。

わくわくがどんどん増えて

西蒲原 7 団ＢＳ 本多

喜一

僕は、石川県の能登半島で開催された、第 17 回日本スカウトジャンボリーに参加しました。出発す
る前は、少しのわくわくと大きな不安がありましたが、会場に到着すると、そこからは不安はどんどん
無くなり、わくわくがどんどん増えました。理由は、全国から集まったスカウト達のノリが良く、雰囲
気がとても良かったからです。１週間の生活で気づいた事は、簡易ベットは意外に快適な事、洗濯機じ
ゃないと服の臭いが落ちにくい事、ゲームが無くても生きていける事です。
一番印象に残った事は、エキスカーションプログラムの洞窟探検です。洞窟と言っても、珪藻土の採
掘場でした。そこで僕の来ていた雨具が泥まみれになったので少し悲しかったですが、人力でノミ１本
で掘っていたのですごいと思いました。能登半島は珪藻土で出来ていると言っても良いくらい珪藻土が
埋蔵されているそうです。もっと他の採掘現場も見てみたいと思いました。
僕は、小学 2 年生からボーイスカウトをしてきましたが、今回日本ジャンボリーに参加できた事が一
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番の思い出になりました。次回の日本ジャンボリーは高校 2 年生ですが、日本連盟 100 周年なので、
参加出来たらいいなと思いました。

参加して学んだことや活動して得たこと

西蒲原 7 団ＢＳ 赤坂 響

僕は、石川県珠洲市で行われた日本ジャンボリーに参加しました。僕は新潟第 3 隊として参加しまし
た。移動は、バスで 6 時間かけて現地に行きました。朝早くに家を出たので少し眠かったです。着いた
ら最初に設営をしました。荷物を運んだり、マーキーを設営したりするのは暑くて大変でした。食事は、
みんなで配給を取りに行って野菜を切ったり火をおこしたり焼いたりしました。活動では海で釣りをし
たり洞窟探検などをしました。洞窟探検では、洞窟の中でどんな土が取れるのか教えてもらったり、採
石する現場を見せてもらったりしました。洞窟の中は地下水がポタポタと垂れていてとても寒かったで
す。行ってよかったことはたくさんの人と会話できたこと、出会えたことです。自分の知っている人だ
けでなく隊以外の知らない人など、たくさんの人と協力できたこと、臨機応変の行動ができるようにな
ったと思います。それと自分がしたことは人のためにもなるということ、みんなで協力すればつらいこ
とや難しいことも出来るということを活動を通して学ぶことが出来たと思います。スカウトジャンボリ
ーに参加して学んだことや活動して得たことはこれからの学校生活や普段の生活の中でも生かしていき
たいと思います。

驚きが沢山あり、どれも新鮮

西蒲原 7 団ＢＳ 石崎

偉之

初めて日本スカウトジャンボリーに参加して僕が感じたことは二つあります。１つ目は、ジャンボリ
ーのスケールの大きさへの驚きです。理由は、スカウトショップに開店から 20 分後に行ったら、もう
既に商品は完売していて、残っていたものはワッペン１つぐらいで、とても驚きました。また、アリー
ナショーでは、とてつもない人の量で、歓声や動きはとてもダイナミックで迫力がありました。
２つ目は、協力の大切さです。理由は、夕食のすき焼きを作ったとき、
「調理から食後の片づけまでを
２時間以内にするように」と隊長から指示されました。さすがに、僕は火加減も難しく、水なども限ら
れているジャンボリー会場では無理なんじゃないかなと思いました。でも、みんな自ら進んで仕事をし、
コミュニケーションを取りながら、何とか時間に間に合わせる事が出来たからです。
初めてのジャンボリーは、驚きが沢山あり、どれも新鮮に感じられました。だから、次回東京オリン
ピックの跡地で行われる予定の日本スカウトジャンボリーに必ず参加したいです。

ジャンボリーでの思い出

長岡１団ＢＳ 水澤

大地

私は８月４日～１０日までの７日間を石川県珠洲市での第 17 回日本ジャンボリーで過ごしました。
その中で一番思い出に残っていることは二つあります。１つ目は開会式、閉会式、大集会です。
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ここでは、みんなが盛り上がっていて自分もとても盛り上がることができました。
２つ目は物の交換です。全国からたくさんのスカウトと交流してとてもいい機会になりました。
この経験を生かして日常の活動をより良いものにしていきたいです。

バブルサッカーでぶっとばす

長岡１団ＢＳ 水澤

海斗

ぼくはジャンボリーで交換が楽しかったです。ひまな時間にアドベンチャーやフューチャーのサブキ
ャンプに行って色んな人に話しかけてワッペンなどをたくさん交換しました。最初は優哉と一緒に行っ
ていたけど、途中から緊張せずにたくさん話しかけられました。交流会のキャンプファイアーで「ＴＯ
ＴＯ便器」をやって、りんどうのＴＯＴＯ便器ポーズがなんかおもしろかったです。
夕食のときなどにベンチャーの長尾先輩を呼ぼうと思ったらもう班長が３人呼んでいて、次の日の朝呼
ぼうと思ったら他の班に呼ばれていて一緒に食べれなかったのが残念だったけど見事に来れなかったの
がおもしろかったです。
バブルサッカーで、みんなで相手をぶっとばしたのが楽しかったし、優哉が「ごつかれたから逆にふっ
とばした」といっていたのがおもしろかったです。

初めてのジャンボリー

長岡１団ＢＳ 本間

健斗

僕は今回が初めてのジャンボリーだったので行く前は不安がありました。だけどだんだん楽しくなり
ました。今回のジャンボリーで一番楽しかったのは、スピードラダーゲッターです。このゲームは仲間
と協力できてとても楽しかったです。食事のときはカタカナを言ってはいけなかったりしました。料理
は色々と大変だったけど楽しかったので良かったです。他の県とのバッチやワッペンなどの交換は色々
な人と交換してとても楽しかったです。また、交換をしているときに友達もできたので良かったです。
ショップで班長などを待っているときに落ちていた●●葉でチーフリングをつくったことも印象に残り
ました。意外ときれいにつくることができました。

衝撃を受けた人の多さ

長岡１団ＢＳ 渡邉

優哉

ぼくは初めてのジャンボリーだった。ぼくがまず衝撃を受けたのは人の多さです。思っていたよりも
人が多く、最初はわくわくしました。何をするのも人が多く、楽しかった。一番楽しかったのは開会式
と閉会式と全員集合の熱気が一番楽しかったです。
あとご飯も楽しかったです。英語カタカナ禁止ゲームが楽しかったです。ヤクルトを乳酸菌飲料と言っ
たり、オレンジをだいだい色の球体の物質を４分の１に切った物体と言ったりとご飯が楽しみでした。
ノトグリ（ノットリグリグリモンスター）と称して優哉、海斗、けんと、大地のボーカルグループで歌
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うのも楽しかったです。

様々な世界に広がるボーイスカウト

長岡１団ＢＳ 渡邉

悠斗

２０１８年のこのジャンボリーを通しての思い出はボーイスカウトが様々な世界に広がることが改め
て知ったことです。
理由は、道を歩いていると外国人と会ったり並んでいるときに外国人をみつけたりしたからです。
ぼくは話を聞いて、いろんな国に広まっているのは知っていましたが今回を通して改めて知りました。
もう一つは夜のシャワーのことですぅ。一番最初に入ったときは、とても寒くシャワーどころではなく
なってしまいました。でも、だんだん慣れてきて、ふつうに浴びれるようになりました。寒い中、シャ
ワーに浴びていたのがとても頭に残りました。

楽しく終われて良かった

長岡 3 団ＶＳ 熊倉

祥平

8 月 4 日から 8 月 10 日まで石川県珠洲市で第 17 回日本スカウトジャンボリーが行われました。新
潟から石川県の珠洲市まで約 6 時間くらいかかりました。初日では暑いなかの設営がありとてもつかれ
ました。その夜、初めてのシャワーにいきとても水がつめたくてびっくりしました。とてもなれるまで
は大変でした。２日目はいよいよ開会式です、開会式まではあまりプログラムがなかったので開会式ま
では休憩していました。時間はあっという間にすぎ、もう開会式が始まりました。開会式では、今回の
日本スカウトジャンボリーのテーマソングを歌っている「UNBRANFORD」の人たちがきて歌を歌って
くれました。みんなとてももりあがっており、とても楽しかったです。３日目は SHOP にいき、いろい
ろなものを買いました。SHOP のエリアにゴーゴーカレーがあったのでみんなで食べました。とてもお
いしかったですが、少し辛かったです。その日の夜は愛知のボーイスカウトと交換会がありチーフリン
グなどを交換しました。みんな仲良く話したりしていて楽しそうで良かったです。その後は一緒にキャ
ンプファイヤーをやり各班で出し物を出しみんなでもりあがれて良かったです。
４日目はとても暑い日でした。この日は気温が上がりすぎてプログラム全体が中止になり、自分たち
のサイトから出ることができなく、SHOP や風呂にもいけなかったのでとてもたいくつでした。この日
の夜は大集会でした。大集会では宇宙飛行士の野口聡一さんや皇太子様などが来られいろいろなパフォ
ーマンスがあってとても楽しかったです。５日目はまた SHOP にいきました。今度はチーフリングなど
たくさん買いました。限定品などいろいろ買えて良かったです。夜にはまた交換会があり今回は静岡の
ボーイスカウトと交換会でした。今回もとてももり上がれて良かったです。６日目は撤営でした。この
日もとても暑くて大変でした。夜は閉会式があり、新潟 3 隊はがんばって炊事を早く終わらせ見事一番
目に並ぶことができました。前の列はとても見やすくて良かったです。閉会式には北陸アイドル部がき
て会場をもり上げてくれました。他にも次の日本スカウトジャンボリーの開催地は東京でした。とても
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楽しみです。最終日には朝早く 3 時起きでした。とても起きるのがつらかったですが、しっかり最後の
片づけもできてしっかり帰ってこれて良かったです。今回、初めて日本スカウトジャンボリーに参加し、
とてもいろいろな体験などが出来てうれしかったです。次回は東京です。次回もできれば参加してまた
仲間をたくさん作り楽しみたいです。初の日本スカウトジャンボリーが楽しく終われて良かったです。

ジャンボリーを終えて

長岡 3 団ＢＳ 舩越 慎之介

ジャンボリーへの参加が決まった時、ものすごくわくわくした。不安もあったが、わくわくの方が勝
っていた。バスに乗り、いざ石川に向かおうという時には、ぼくのわくわくは上限まで行っていた。朝、
早起きしたから、かなりねむかったけれど、これから始まる 1 週間のキャンプ生活が楽しみで眠気さえ
一気にふき飛んだ。バスの中では、最初アスム先ぱいの横に座っていたのだが車よいしたのかどうか分
からないが、気分が悪そうだったので開さんの横の座席に移った。食事を取り、数時間で目的地に着い
た。外に出たとたん、汗がふき出てきた。そして思い荷物を持ってキャンプサイトへ向かった。荷物を
おろして小休息をした後、設営をした。炎天下の中がんばって作業をした。たくさんあったわくわくは、
一つだけのわくわくに変わってしまった。簡単な夕食を終えて、就寝した。
次の日、夜に開会式があるので、1 日中楽しみにしていた。1 万 3 千人が集まる式だ。めったなこと
ではこんなことは体験できないだろう。長い時間待って、やっと会場に入ることができた、と思ったら、
周りは人であふれていた。近くの人と話をしている人、見知らぬ人と記念さつえいをしている人がいっ
ぱいいて、とてもにぎやかだった。世界のスカウトやリーダー、隊長達が、様々な出し物をしてくれて
いた。フラッグ隊のおどりは、目を疑うほどキレが良く、美しかった。偉い方々のあいさつ、プログラ
ムを終え、最後にライブがあった NSJ の HORIZON と能登のチカラ未来へを歌って下さった
UNBRANFORD のライブだった。ライブというものが初めてだったのでどんな感じにすれば良いのか
よく分からなかった。だけど、周りの人たちの雰囲気に流され、自然とテンションが上がっていった。
みんな UNBRANFORD の歌が気に入ったようで、ショップエリアで売っていた CD は、ぼくが行った
頃にはもう売り切れで、少しショックを受けた。
8 月 6 日の午前はジュピターエリアに行った。覚えてなくても良い単旗モールスというプログラムに
参加しようとしたが並ぶだけで午前の時間は終わってしまった。でも並んでいる時、前に並んでいた愛
知県のスカウトと仲良くなった。チーフリングの交換をした。愛知県のここみさんが積極的で、仲良く
なることが出来た。午後はマーキュリーエリアに行く予定だったが、行けなくなってしまった。1 班に
つき、必ず隊長が一人つかなければマーキュリーエリアには行けないというのだ。隊長は 3 人しかつい
て行けないのに班は 4 つある。班長会議の後、テントに戻ったら開さんとたくみ君が寝ていたため、話
し合うっことができず、マーキュリーエリアには行くことができなかった。夜、滋賀のスカウトと交流
した。チーフリング交換で、滋賀の人にアヒル隊長と、滋賀のタヌキの焼き物を交換してもらった。と
ても可愛い焼き物のタヌキさんだった。その後、新潟と滋賀のスカウトは TOTO べんきというだし物を
してくれた。覚えやすく、とても楽しいおどりだった。ぼく達は、夕食の片づけに手間どって出し物を
考えるのが遅れてしまった。でも、班長のアスム先ぱいのおかげで、どうにかなった。
次の日は午前には各教宗派の集いがあった。神道に興味があったが、自分達が信仰している仏教の真
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宗大谷派の所に行った。そこには愛知のスカウトもいた。午後には友情ゲームのプログラムがあったが、
それには参加せず、ショップに行き、買い物をした。目当てのものは全て売り切れていたが、小さめの
ナイフと、チーフリング、火うち石を買った。並んでいる時、前に愛知のスカウトが並んでいて、仲良
くなった。なんか愛知のひととばかり仲良くなっているような気がするなあと感じた。そしてその日の
夕食は悪夢だった。野菜がほぼ生というカレーだ。ゴーゴーカレーの辛さに、生の玉ねぎの辛さがブレ
ンドされて、何とも言い難い味だった。皆で食べて、何とか完食した。ぼくは汗と涙を流しながら７は
い食べた。残飯処理班として死力をつくした結果だった。その後、しょうえい君が無理して完食してく
れた。そして、その後は大集会。各地のスカウトのだし物、皇太子様、野口さんのお話。皇太子様を生
で見たのは初めてだ。正座して話を聞いた。野口さんを生で見たのも初めてだ。大集会でもものすごく
盛り上がった。
次の日、朝トイレのそうじをした。くさかったが、これからも使うからがんばってそうじした。ショ
ップの近くでチーフリングの交換をした。奈良のシカのチーフリングなど、色々なものが手に入った。
でも、本当に嬉しかったのは、イカチーフリングとタコチーフリングを手に入れたことだ。滋賀の焼き
物チーフリングと、イカチーフリングを交換してもらった。その後、フラッグ隊のチーフリングとタコ
チーフリングを交換してもらった。この 2 つがそろったことが一番嬉しかったことでした。その後、静
岡のスカウトと交流してチーフリングの交換をした。
次の日、午前はてっ収作業をがんばった。午後はコンテナに荷物を運び、一番前で閉会式を見るため
に 3 時すぎには並んだ。閉会式は、最前列で見るととても楽しかった。最後の北陸アイドル部のライブ
の時には今までで一番盛り上がった。花火を見て、その日の夜は星空の下、ビニールシートでざこ寝し
た。終わってみるとあっけないものだった。バスに乗って長岡について、家に帰った。1 週間なんて、
本当にすくないものだった。アスム先ぱいには、とても感謝している。アスム先ぱいのお蔭で大きな事
件もなく終わった。本当に楽しい 1 週間だった。シャワーが冷たいことだけはいやだった。

たくさんの友達や思い出ができました

長岡 3 団ＢＳ 藤田

颯都

ぼくは、ジャンボリーに参加しました。ジャンボリーではたくさんの友達や思い出ができました。１
日目は設営をしました。１日目なのにすぐにつかれてしまいました。2 日目は開会式がありました。ぼ
くはその前に具合がわるくなってしまいました。でも開会式にでれてよかったです。開会式でのスカウ
トパフォーマンスはみんな動きがそろっていて、カッコよく、キレイでした。３日目はサイン集めをし
ました。ぼくはハバサックに書いてもらいました。外国人の方や、日本人の方にたくさんのサインをも
らいました。サイン集めをしている時他の隊の方達も工夫してコミュニケーションをとっていて良いな
と思いました。３日目は本当はプログラムに参加する予定だったけどサイン集めも楽しいなと思いなが
ら集めました。４日目は信仰奨励・ジャンボリー大集会がありました。信仰奨励では真宗大谷派の話を
聞きました。ジャンボリー大集会では、フラッグパフォーマンスなどのパフォーマンスはすごく、何回
も練習してようやくあの完成形になったんだなと思いました。他にもバブリーダンスや歌などもすごく
見ていて楽しかったです。５日目はショップの前でチーフリング・チーフ・ワッペンなどの交換をしま
した。みんなで「チーフリングなど交換しませんか」などの事を大声で呼びかけました。これからもこ
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ういう風に他の隊や団との交流のきかいがあったらまたしていきたいです。５日目の夜には、静岡の方
たちと交流をしました。この時に、ボールペン・チーフ・ワッペンを交換しました。キャンプファイヤ
ーではシュウマイじゃんけんが好評でした。自分でも初めて聞いた時は何だコレって感じだったけどや
ってみてこのじゃんけんムチャクチャ楽しいと思いました。静岡の方達にまた会いたいです。６日目は
マーキーのてつえいをしました。この時には同じ長岡 3 隊の人とも交流。話をしながら終わらせました。
その日はブルーシートをしいてその上でねました。その日の夜は空がとてもキレイで流れ星なども見ま
した。他に加茂のそうたくんなども一緒にねました。７日目は朝早くおきました。ふだん見れない景色
が見れました。帰りのバスでは、ほとんどの人がねました。バスではなるべくちがう団の人やベンチャ
ースカウトと話をしました。次のジャンボリーに来る人はまた会えるけど来れない人もいるのでこの石
川県ジャンボリーでいろいろな人と話したりバレーボール・キャッチボールをして思い出を作りました。
今回のジャンボリーでは言われてから動くのではなく自分でもっと動いたり、わからない事は聞くこと
がとても大事と言う事を知りました。次のジャンボリーまでの課題としたいです。今回のジャンボリー
ではたくさんの事を学んだので良い思い出になりました。

たくさん楽しいこと

長岡 3 団ＢＳ 長谷川 開

ぼくはジャンボリーでたくさん楽しいことがありました。１日目は、7 時にハイブ長岡に集合して珠
洲市に行きました。バスの中で 6 時間ずっと慎之介と話をしていました。そうしたら 6 時間は、あっと
いうまでした。ジャンボリー会場に着いたら荷物を持ってキャンプする所に行きマーキーをたてマーキ
ーの中で寝ました。とてもすずしかったです。２日目は、熱中しょうになりました。8 時間寝ていまし
た。でもすごくひまだったけどなおってよかったです。開会式では、スカウトの人たちがたくさん演ぎ
をひろうしてくれてすごかったです。ライブもすごくはくりょくがあってすごかったです。ぼくはアン
ブランフォードのイルカというきょくがすごく気に入りました。開会式がこんなかんじだとよくわかり
ました。３日目は、みんなでサイン集めに行ってきました。サインは、外国人によくもらいました。自
分から二人の外国人に話しかけることができたのでよかったです。サインは 10 個以上集めることがで
きたのでよかったです。プログラムはたくさん人が並んでいて行けませんでした。４日目は、真宗大谷
派を見学しに行きました。そうしたら、チーフリングをもらえてうれしかったです。隊長が前で話をし
ていてすごいと思いました。夜のカレーが生野菜カレーになっていてすごくふしぎな味がしました。じ
ゃがイモがこりこりしていてやばかったです。５日目は、ショップに行きました。そこで中国のチーフ
と交かんしてもらいました。すごくうれしかったです。あとアドベンチャーとチャレンジとディスカバ
リーのワッペンを買いました。買えてよかったと思いました。６日目は、ショップの前でチーフリング
こうかんをしました。3 個以上こうかんできたのでよかったです。夜は、閉会式がありました。すごく
早く会場に行って最前列で見れて良かったです。すごくはくりょくがありました。アイドルのライブは、
みんなノリノリでした。７日目は、最後の日でした。ブルーシートをかたづけてタープをたたみました。
それをコンテナに入れて終りょうです。
ジャンボリーは、１週間も行ったけどあっというまに感じました。ジャンボリーでけいけんしたこと
をこれからも生かしていきたいです。

