
スカウトたちへ
５０年以上にわたりスカウトである私にとって、２０１１年
に第２２回世界スカウトジャンボリー（以下、２２ＷＳＪ）をス
ウェーデンで開催できることは大きな喜びです。スカウト
運動を通して青少年は、活発な市民やリーダーになる機
会を得る事ができます。またスカウト運動は、「シンプリー
スカウティング」のモットーのもと、スウェーデンに３万人
が集まり楽しむこと以上に、国際理解を深めるための良い
道となることでしょう。

私自身、２００１年と２００７年のナショナルジャンボリーに
参加し、スカウトたちで一杯になったリンカビィの広場を
目にしました。それは素晴らしい経験で、来年の夏世界ス
カウトジャンボリーに参加することを楽しみにしています。
全ての国がこの素晴らしいイベントに参加する機会を得、
その機会が出来る限り多様性のあるエキサイティングな
大会になることを望んでいます。

派遣団の指導者として、あなた方は参加者にとって人生
でたった一度の経験を確実なものにする重要な役割を果
たすことになります。スカウト運動は、私にとって多くのこ
とを意味しており、参加者が２０１１年の２２ＷＳＪ会場を
去る時、必ず同様のことを感じてもらえるようにしましょ
う。

スウェーデンでお会いしましょう！

カール・グスタフ１６世
スウェーデン陛下

スウェーデン国王陛下からの歓迎のお言葉
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現時点で、派遣団本部員は以下を終えている：

•   連盟として派遣団を送ることを決定している
•   派遣団長を任命している
•   派遣団長をジャンボリーオフィスに登録している
•   派遣団本部員の任命を進めている
•   予算構築を終え、派遣参加費を決定している
•   派遣団として登録プロセスを決定している
•   ジャンボリーについての情報を自国のスカウト向けに              
    発信している
•   派遣団への国内登録を開始している

これら項目のうち、いずれかでも成されていない場合は
即時行動に移していただきたい。
２０１１年始めまでにしておかなくてはならないこと：

２．ジャンボリー事務局への派遣団登録
ジャンボリー登録システムの情報は、ブリテン第３号と一
緒に登録マニュアルという形で送付されている。派遣団
員の情報が全てまとまった時点で、ジャンボリー登録シス
テムに登録すること。

まだジャンボリー登録システムのログイン情報を手に
入れていない場合、contingent.support@world 
scoutjamboree.seにお問い合わせを。

３．参加登録費の送金
２２ＷＳＪの参加費は、２０１１年１月３１日までに支払が完
了していなければならない。この日以降の支払は、いかな
る場合も５パーセントの追加料金が発生する。１月３１日
以前に登録費がジャンボリー口座に着金されるように、支
払の確認をお願いする。国際送金の場合、数日要すること
をご注意頂きたい。

４．派遣団内の準備
ジャンボリーに参加する予定の人々は、それぞれの役割に
合わせた準備が必要である。立場により、ニーズは変化す

派遣団チェックリスト ：  登録・個人装備

る。派遣団が準備をする際に考えなければならない事柄
としては、以下のことが考えられる：

a.参加者:
すべての参加者が素晴らしい経験を出来るよう、現在準
備が進められている。しかし、事前の基本準備が成されて
いれば、ジャンボリーが提供するすべてのものに参加する
更なる時間と機会を得られるだろう。参加者は、基本的な
野営技術を備えている必要がある。テント生活やガス又は
裸火での調理の経験があれば、ジャンボリーでの経験をさ
らに楽しむことができるだろう。

お互いのことを知らないスカウトたちでジャンボリーのた
めの新しい班を構成する場合、メーリングリストや手紙で
の交流など、一緒に取り組める活動を企画することで、出
発前にお互いを少し理解できるだろう。

b. 参加隊指導者
参加隊指導者の指導力は、ジャンボリーに参加する全て
のスカウトにとって最高の想い出を形作る上で最も重要
な要素の一つである。そこで、このブリテンに同封された
参加隊指導者チームの役割に関するテキストを準備のた
めに一読し、指導者にどのような支援ができるか考えてい
ただきたい。

c. 国際サービスチーム員
国際サービスチーム（以下、ＩＳＴ）のメンバーは、英語もし
くはフランス語の会話能力が必須であり、ジャンボリー成
功のためのいかなる業務でも引き受ける準備が出来てい
る必要がある。貴国ＩＳＴの世界スカウトジャンボリー（以
下、ＷＳＪ）での経験に向けての準備で、そして、ＩＳＴが我
々のジャンボリーの大きな成功へ喜んで協力できるかを
確かめる目的で、あなたに何ができるか考えていただき
たい。ＩＳＴとしての経験に関する更なる情報は、このブリ
テンに掲載されている。

d. 派遣団本部員
派遣団本部員にＷＳＪ参加経験のない新メンバーがいる

１．これまで
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場合、ＷＳＪ参加経験者（派遣団本部員経験者がベストだ）
と一緒に訓練日を設けるのが良いだろう。彼らの経験を得
られ、ジャンボリーで起こり得ることへの準備ができるは
ずである。

５．第３回派遣団長会議への参加
２２ＷＳＪ前の最後の派遣団長会議が、２０１１年４月１日
から３日に開催される。これは、プランニングチームと話し
合いの場を持ち、スウェーデンへの派遣の最終準備をす
るのに最適の機会である。
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ジャンボリーの成功の重要な一部分として、ＩＳＴの経験を
活かすことが考えられる。参加者同様に、ＩＳＴにもジャンボ
リーのコンセプトである出会い・自然・連帯を体験し、新た
な発想とエネルギーを受けジャンボリーを去ることが期
待される。 

ＩＳＴメンバーは、懸命に働きジャンボリーの運営を支える
ことが期待される。しかし、彼らはＩＳＴ体験プログラムに参
加し、多文化の班の一員にもなることになる。ＩＳＴメンバ
ーはスカウト運動が与えてくれるすべてに集中し、世界中
の人たちと経験を共有することによって結果的にこれは
スカウト運動を更に発展させるための機会を作り出すこ
とにつながる。また、毎日新しい友人や古い友人と過ごす
懇親の時間がある一方で、ＩＳＴを対象とした式典、活動、
イベントもある。

班制度
ＩＳＴは約８人のメンバーと指導者を含んだ班にわけられ
る。班長の役割としては、連絡係となりジャンボリー期間
中に班の他のメンバーに情報を伝達し、チームが効果的
に機能することを手助けすることにある。ジャンボリー組
織の中に支援体制が整っているため、そこで班は問題の
解決とチーム構築の支援を得ることができる。班は、共に
働きＩＳＴ体験プログラムに参加することになる。

ＩＳＴメンバーは派遣団から来たその他のＩＳＴメンバーと
アダルトタウンで生活する。アダルトタウンには自由時間
での活動のための機会がたくさんあり、集まれるカフェの
ような場所もある。

ＩＳＴ体験プログラム
ＩＳＴ体験プログラムはＩＳＴメンバー個人の成長に寄与し、
ＩＳＴメンバーは、人間としての豊かさと高い志、そして新
たな技術を携えてジャンボリー会場を後にするだろう。プ

ログラムはジャンボリーでの班での体験が基になってお
り、楽しく創造的なものになるはずである。またＩＳＴ体験
プログラムには、私たちの世界、個人の成長、精神的な経
験といったことがテーマとして含まれている。

仕事の割り当て
全てのＩＳＴメンバーは、ジャンボリーを成功させるために
必要な業務をこなす準備が出来ていなければならない。
登録書においてＩＳＴメンバーはどの様な資格を有してい
るか記入することになっており、業務決定のためにこの情
報は使用される。ＩＳＴ班は、ジャンボリーで一つの分野で
作業することになっており異なった分野での交替勤務は
ない。班の目的は共に業務をこなし完成させることにあ
る。

前もって班業務を決定することが出来るように、出来るだ
け早いＩＳＴの登録書記入の確認にあたっては各派遣団に
協力をお願いしたい。

重要な日付と詳細
全てのＩＳＴは、オリエンテーションと職業訓練に参加でき
るよう７月２５日に到着する必要がある。またＩＳＴの出発
日は８月８日となっている。ＩＳＴとしての経験に関する詳
細については、派遣団エクストラネットで閲覧できる。すで
にパワーポイントファイルが派遣団エクストラネットに公
開されているのでＩＳＴ訓練等に活用して欲しい。

貢献・成長・感化
ＩＳＴとしての経験

ジャンボリーに先駆けて、私たちのウェブショップで物品の購
入とご自宅までの配送が可能である。また、デイビジター用
チケットの購入も可能。www.worldscoutjamboree.se/
shopでショップをチェック。

ジャンボリーウェブショップ
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サブキャンプ及びサブキャンプセンターは、参加者のジャ
ンボリーでの体験のうちで重要な位置を占めるだろう。こ
こで参加者は新しい友達に出会い、寝食をともにすること
になる。また、そこにはカフェ、ステージ、世界中から来た
人と出会える自由時間の活動がある。サブキャンプでの
雰囲気は、そこが参加者にとっての第二の家になるため
非常に重要である。

サブキャンプ名とプログラム
ジャンボリーの会場は、季節にちなんだ名がつけられたタ
ウンに分かれている。サブキャンプには、スウェーデンの
有名な街や場所にちなんだ名がつけられ、それぞれがタ
ウンの季節に関連している。
 
サブキャンプのテーマと雰囲気は、その名前や代表的な
場所に関係づけられている。参加者が家にいる雰囲気を
作りスウェーデンについてより多くのことを学ぶために、
サブキャンプ生活に関する多くの準備活動が進められて
いる。準備活動には、参加隊が滞在するサブキャンプの名
前や派遣団が受け取るイベント情報と関係したものも含
まれる。これとその他の活動については準備資料で確認
でき、このブリテンでさらに読むことができる。

ブリテン第４号で記されていた様に、私たちは自由時間
の活動の準備をして最高のジャンボリーを創りあげるた
めにあなた方の手助けを期待している。自由時間の活動

は、全ての参加者、ＩＳＴメンバー、ビジターを対象にしてお
りメインスクエア、タウンセンター、サブキャンプセンタ
ーで行われる。アクティビティは、移動を伴うもの、または
その場で行うもの、活動時間は数分から一時間と幅があ
る。もし活動実施の計画があれば、事前にcontingent.
support@worldscoutjamboree.seにご連絡を。メー
ルタイトルには、“Spontaneous Activities(自由時間
の活動)”と記入。

持ち物について
スウェーデンでの夏の気候は、大幅に変化する。例えば、
摂氏１０度で雨の状態から３０度で晴天といった具合であ
る。従って、様々な天候に対応できる衣服と装備を持って
くることが重要となる。以下は、スウェーデンの気候に適
応するための、装備品のリスト案である。全ての参加者が
キャンプ・イン・キャンプへ参加するため、メインのキャンプ
サイトから離れるので一泊用の小さなバッグを持ってくる
ことも忘れずに。

サブキャンプへようこそ
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寝具
寝袋
キャンプ用マットレス
寝間着

衛生用品
歯ブラシ
歯磨き粉
せっけん
シャンプー
タオル
日焼け止め（日焼け対策）
虫除け
ファーストエイドキット

衣類 
制服
下着
ショートパンツ
サンダル
スニーカー
ニット帽
日よけ帽
手袋／ミトン
厚手の靴下
厚手のシャツ
長ズボン
長袖シャツ
半袖シャツ
ウインドブレーカー
レインウェア一式
長靴もしくは防水のブーツ

その他のアイテム
パスポート
皿とコップ
ナイフ、フォーク、スプーン
水筒
懐中電灯と予備の電池
水着
シャワー用サンダル
筆記用具
小旅行用バッグ
お金（クレジットもしくはデビットカード）
カメラ
洗濯洗剤
裁縫道具
腕時計
サングラス
交換用バッジ
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班備品
ジャンボリーに到着すると、全ての班は滞在中に必要な装
備が入った箱をキャンプサイトで見つけるだろう。これは
班備品で、一つの班（９人の参加者と１人の指導者）が必
要とする調理道具一式、テーブルやベンチ、日よけ・雨よけ
のシェルターといったキャンプ用具が含まれている。 

調理道具には二つの鍋、フライパン、班が朝昼晩の料理を
するのに必要な道具全てが入っている。また、８リットルの
鍋とフライパンが同時に使える大きさの二つのバーナー
付き調理用ガスバーナーも含まれている。ダイニングシェ
ルターは大きく、強風に耐えられるよう設計されている。
大きさは約８ｍ×８ｍで、あらゆる天候に対応できる。

全ての隊（四つの班から構成される）は一つのダイニング
シェルターを共有し、キャンプの中で自然と顔合せが出来
るようになっている。パトロールキットの道具は全てキャン
プ目的でテストされており、ジャンボリーの状況に適した
ものであるという評価を行っている。

隊装備
幕体１４ｍ×１４ｍダイニングシェルター　×１

（設営時約８ｍ×８ｍ）

班装備
ベンチ×２
テーブル×１
調理用ツーバーナー×１（２口）
調理鍋×１（５リットル）
調理鍋×１（８リットル）
フライパン×１
やかん×１
ウォーター・キャリー×２（１０リットル）
蛇口×１
スプーン×１
フォーク×１
フライ返し×１
しゃもじ×１
トング×１
包丁×４
ボウル×２
計量カップ×１
プラスチック製蓋付き箱×６（２リットル）
まな板×２
皮むき器×１
計量道具×１
おろし金×１
ザル×１
缶切り×１
バターナイフ×２
食器洗い用たらい×３
食器洗い用ブラシ×２
泡立て器×１
ふきん×４

パトロールキットには、皿・コップ・食事用器具・寝袋・テント
といった個人の装備は含まれていないということにご注
意いただきたい。また、石油ランプなど電灯、ロープやひ
もといった物も支給されない。個人の装備に関する更な
る情報については、前述の“サブキャンプへようこそ”を確
認するように。
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参加隊指導者チームは、全てのジャンボリー参加者にとっ
て素晴らしい経験を形作る上で最も重要な要素の一つで
ある。このチームには４人の大人が含まれており、隊長と
３人の副長からなっている。あらゆる参加者が、安全で刺
激的であり、楽しく教育的な意義のある経験を出来るよう
にする為に、参加隊指導者チームの働きが期待される。

参加隊指導者は判断力に優れ、聞く・支える・励ます態度に
代表されるリーダーシップが必要である。指導者には、そ
の国の代表であるという態度が求められる。また彼らに
は、スカウトたちをサポートした経験、キャンプの経験が必
要である。もちろん、指導者もその体験を大いに楽しんで
いいことを忘れてはならない。

参加隊指導者チームの役割の例は以下の通りである：

情報共有と連絡
•   情報連絡に関して一義的な連絡担当者となり、またサ 
    ブキャンプ管理チームと常時連携する
•   毎日のサブキャンプミーティングに出席する
•   参加隊と全ての必要情報の共有について責任を持つ

実務的な問題
•   ジャンボリー会場への往復で、参加隊に同行する
•   担当する隊と毎日のミーティングをする
•   サブキャンプリーダーから仕事を受け参加隊に引き      
    継ぐ
•   参加者に任務の連絡を行い、仕事が遂行されたか確   
    認する
•   消火用毛布の扱い方、消火方法、そして応急手当が分 
    かる
•   班のテント装備、そしてサイトが整理整頓されている    
    か確認する

健康と道徳性
•   参加隊の健康と安全、道徳性に関して責任を持つ
•   全ての参加者に対し積極的に新しい友達と出会うこと 
    を推奨する
•   常にスカウトとしての適切な態度と行いに責任を持つ
•   ジャンボリー期間中、参加隊に規律を守らせ、参加者が  
    ジャンボリー前に承認したジャンボリーの規則と参加 
    隊の規則を理解しているか確認させる
•   参加者が確実にバランスの取れた食事を取るように 
    し、調理を監督する

参加隊指導者チームの役割

文化フェスティバルの日は、世界に自国の文化を紹介する
機会となる。８月４日の午後の数時間、ジャンボリー全体
がゲーム・パフォーマンス・音楽・料理と共に素晴らしいお
祭りの場へと変身する。あなたの派遣団は文化フェスティ
バルの日にどの様に参加するか考え始めているだろうか。
準備に関しては、準備資料の中から参加者と共に取り組め
る活動を見つけることができるだろう。

なお、文化フェスティバルにかかる全ての費用は派遣団の
予算で負担されること、また自国からスウェーデンに何が
持ち込めるか税関の規則を確認しておくことを忘れずに。
また、実際の手配や利用できる支援に関する詳細情報に
ついては派遣団エクストラネットで確認を。

文化フェスティバルの日
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多くの参加者にとって、ＷＳＪは初めての特別な経験とな
る。参加者がこの経験に向けて充分な準備が出来るよう
に、準備資料を同封する。準備資料の目的は、参加者が素
晴らしいキャンプ体験をし、２２ＷＳＪが生涯に残る想い出
となることである。

準備資料については、一連のものがダウンロード可能な
文書となっておりジャンボリー前に出来る活動や事前に検
討が必要な内容が含まれている。例えば：

•   サブキャンプでの生活 − 班の友人について知ってお      
    くことと、隊サイトの装飾について計画しておくこと
•   食事 − 自国の名物料理の練習をし、食料調達の準備   
    をしておくこと 
•   文化フェスティバルの日 − 自国の文化の紹介の準備     
    をしておくこと。何をし、何を持って行くか
•   メイン広場 − メイン広場の森で何を見せるか
•   キャンプ・イン・キャンプ − キャンプ・イン・キャンプの 
    ホストグループに会う準備をすること
•   ホームステイ − 自国、または自国での生活を紹介す                  
    る準備をしておくこと

•   チャイルドプロテクション − ジャンボリーを誰もが敬意
　をもって接せられる場にする

準備資料は、派遣団がＷＳＪ参加に向け準備を行う上で必
要なたツールであるが、その使用はそれぞれの派遣団次
第である。提案されている通りに全ての活動をすることも
できれば、派遣団独自の活動のために資料を利用しても
よい。しかしながら、その活動の中には全ての隊が完了さ
せなければならないものもあり、準備リストの指示通りに
実行されなければならないものもある。この様な場合、資
料にそう表記される。 

準備リストのほとんどは、すでに派遣団エクストラネットで
利用可能であるが、更なる活動が２０１１年の春に加えら
れる見込みである。

準備

世界スカウトジャンボリーに大変多くの人数が集まるにし
ても、世界には参加する機会を得られない何百万ものス
カウトたちがいる。ジョイン・イン・ジャンボリーの資料の目
的は、世界スカウトジャンボリーに参加できないスカウト
たちにジャンボリーと同じジャンボリー精神を感じてもら
うことにある。ジョイン・イン・ジャンボリーには、世界中ど
このスカウトキャンプでもできる三日間の活動案と世界
スカウトジャンボリーのプログラムとテーマに基づいた活
動が含まれている。これはつまり、会場と同じ活動とジョイ
ン・イン・ジャンボリー向けに創られた活動の両方があると
いうことである。
 
ジョイン・イン・ジャンボリー参加者は、スウェーデンの伝統
的なゲームや料理を通して、スウェーデンを知ることが出
来る。また、世界開発村の運営、班での“探求”、文化の紹
介を含む“人々”の活動などでＷＳＪモジュール活動を堪

能できるだろう。また、文化フェスティバルの日を楽しみ、
多宗教の儀式の機会を持ったり、スカウト報道官になるた
めのトレーニングが受けられる。

ジョイン・イン・ジャンボリーは主に派遣団対象のものでは
ないが、派遣団本部員としてあなたは自国でのジョイン・
イン・ジャンボリーを広めることに重要な役割を果たす。

ジョイン・イン・ジャンボリーの資料は、２０１１年１月に
www.worldscoutjamboree.seからダウンロード可能
になる。

ジョイン・イン・ジャンボリー
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ＩＳＴ到着日（７月２５日）と参加者到着日（７月２７日）に、
我々は派遣国を受け入れ、指定の出入国ポイントからジャ
ンボリー会場まで送迎する。２２ＷＳＪには、以下の出入国
ポイントがある。

空路での出入国ポイント：
•   デンマーク・コペンハーゲン国際空港（ＣＰＨ）
•   スウェーデン・マルメ空港（ＭＭＸ）

これら２つの空路入国ポイントは、航空機でこれらの空港
に到着予定の者のみが対象であることに注意していただ
きたい。ヨーロッパの派遣団には出来るだけ多く、バスや
電車によってジャンボリー会場まで移動することをお願い
する。

鉄路での出入国ポイント：
•   スウェーデン・クリスチャンスタード鉄道駅

バス・自動車での出入国ポイント：
•   ジャンボリー会場

船舶での入国（出国）ポイント（シースカウト向け）：
•   スウェーデン・オーハス港

また、スウェーデンのクリスチャンスタード空港（ＫＩＤ）に
到着した場合も参加者の送迎が可能である。。 

クリスチャンスタード空港では、ジャンボリー関係のチャー
ター機については着陸料などが免除される。なお、クリス
チャンスタード空港への定期便はストックホルムからのみ
である。

電車とバスでの移動は、上記指定の入場ポイントからの
み可能で、ＩＳＴメンバーや参加者をジャンボリーサイトか
ら南に約３キロの場所にあるチェックイン・エリア、そして
そこから更にジャンボリーサイトへと送迎する。

出発
参加者出発日（８月７日）とＩＳＴ出発日（８月８日）に、ジャン
ボリー会場から指定の出国ポイントまでのバス移動が利
用可能となっている。ジャンボリー・トランスポートチーム
は、航空機や鉄道の時刻に合わせてジャンボリー会場から
の出発時間を設定する予定である。出発時間に関する情
報については、ジャンボリー期間中に発表される。ジャンボ

リー会場からの出発時刻は、コペンハーゲン空港出発の
場合は約６時間前、マルメ空港出発の場合は約４時間前、
クリスチャンスタード駅から電車で出発する場合はその約
１時間前に設定される。

ジャンボリー会場への物品の配送
装備に関しては、ジャンボリー会場へ事前に送ることをお
勧めする。パレット（ＥＵＲもしくは船舶用）もしくはコンテ
ナを使用すべきである。物資がパレットに乗せられている
場合、積み卸しの手助けが可能である。運搬に際しては会
場近くに下ろし、期間中も利用出来る６メートルのコンテ
ナの利用が好ましい。これ以上大きなコンテナとなった場
合は、キャンプサイトから約５キロの場所に設置される。パ
レットは屋外で保管される為ビニールで包むか、パレット
カラーで保管される必要がある。なお、パレット上の物資
を取り扱うフォークリフトやトラクターは物流チームが操
作する。

ジャンボリー会場への物資運搬の際の住所：
World Scout Jamboree Sweden
派遣団名−国名
Rinkaby läger
SE-291 76 Rinkaby
SWEDEN

物資は７月４日から２２日までに到着し、８月１０日から１７
日の間に回収されなければならない。なお、これらの日付
以外での荷物の取り扱いは出来ない。

パレットにキャンプサイトの配送希望場所が明記されてい
る場合、参加者が到着する前にサブキャンプ、あるいは派
遣団本部等への輸送を支援する。

派遣団が物資を自力で運搬したい場合は、７月２０日から
２４日の間であればキャンプサイトでのトラックや車から
荷下ろしが可能である。また、派遣団による物資の積み込
みが可能なのは、８月８日と９日のみである。

派遣団は、物資運搬に関して事前に情報を提供する必
要がある。派遣団エクストラネットにある“Preliminary 
Goods Transport Form（事前物資運搬申込書）”に記
入し、contingent.support@worldscoutjamboree.
seに２０１１年１月３１日までに返信をお願いする。メー
ルのタイトルには“Preliminary　Goods　Transport 

輸送・運搬
入場
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Form”と記入する。

また、２０１１年１月の事前情報に加え、物資到着の最低で
も２週間前に輸送の詳細情報も必要となる。この情報の
詳細については、ブリテン第６号参照のこと。

車両・駐車エリア
ジャンボリー会場では原則として、緊急車両、障がいのあ
る方の移動、作業車両以外の車両通行は規制されてい
る。障がいのある方の車両サービスについては、登録時に
要望を伝えることが必要である。

派遣団本部員はジャンボリーで使用する自転車とヘルメッ
トの購入が可能である。費用は、自転車とヘルメットを合
わせて１０００スウェーデンクローネ（約１万２０００円）の
予定である。これらは貸出しではなく購入用なので、大会
終了後に持ち帰ることが出来る。また、ジャンボリーでは
貸出し用の自転車は提供されない。注文と支払について
は、www.worldscoutjamboree.se/shopのページの
ジャンボリーウェブショップで可能である。なお、これは一
般の顧客ではなく派遣団本部員対象の商品であるので、
ジャンボリーウェブショップのサイトで“自転車”と打ち込
んで検索しないと出てこないだろう。自転車購入の締切
は、２０１１年１月３１日となっている。

ジャンボリーでは、派遣団への車両の貸出しは出来ない。
そこで、必要があれば地元のレンタル業者から直接レン
タルする必要がある。派遣団エクストラネットで、地元のレ
ンタル会社のリストの確認をお願いする。

ジャンボリーへ自家用車で来場する場合には、別の駐車エ
リアが用意されている。派遣団本部員、ＩＳＴ、もしくはジャ
ンボリープランニングチームに所属している人には、ジャ

ンボリー会場の北西に駐車エリアが設けられている。駐車
には、チェックイン時に手渡される駐車許可書が必要であ
る。また、ジャンボリーに参加するその他の人たちに対し、
キャンプサイトの南側に車・マイクロバス・バス・トラックが
駐車可能な追加の駐車場が用意されるが、ジャンボリー
期間中の移動は出来ない。一日見学者に対しては、ジャン
ボリー会場の南側に見学者用の駐車エリアがある。見学
者用の駐車エリアからはジャンボリー会場まで輸送用の
バスが利用可能となっている。

ジャンボリーまでの道筋
交通渋滞回避のため、交通規則とジャンボリーまでの推
奨ルートがある。デンマークから橋を渡り会場に向かう場
合、Ｅ２２をカルマ方面へ走行する。クリスチャンスタード
を通過後、ジャンボリーへの道標に従って進む。推奨ルー
トはＧＰＳで表示されるルートと異なる可能性があること
を注意して頂きたい。イースタッド、トレレボリなどから来
る場合、Ｅ２２までの道を探し上述の指示の通りに進む。物
資輸送車両については、会場までの別のルートが指示さ
れている。これについては、ルートを示した道標がある。
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ジャンボリーは北欧諸国で最大規模の民間の旅行代理店
であるレシアと契約を結んだ。契約の目的は二つである。
 
•   一つは、連帯プログラムである、オペレーション・ワン・         
    ワールドのサポート。レシアを通して予約される全ての     
    旅行が、オペレーション・ワン・ワールドの財政的な支援 
    となる
•   次に予約の際、全ての派遣団とビジターに有利なフラ 
    イト価格とサービスを提供すること。

ウェブサイトwww.resia.se/jamboree2011にレシア
への連絡用紙がある。用紙には、日程、予想される旅行者
の人数、希望の出発場所等を記入する必要がある。フォー
ムを受け取り次第、レシアは様々なオプションを提示する
ことになっている。その後、最適なパッケージを選択すれ
ばよい。

レシアは世界中の全ての国からの予約の手配を行うこと
が出来る。加えて、レシアはジャンボリー前後の北欧諸国
もしくはその他の欧州各地での周遊旅行についても協力
が可能である。また、レシアは更なるサポートの提供のた
めジャンボリー会場に旅行代理店を設置する。

ジャンボリー組織は、現在ジャンボリー参加者用に航空便
の値引き交渉を行っている最中である。レシアを通して予
約すると、全ての利用可能な値引き価格が提示される。こ
のサービスを皆さんが評価し、オペレーション・ワン・ワール
ド２０１１を財政的に支援する可能性を見いだしていただ
ければ幸いである。

旅行予約とオペレーション・ワン・ワールド
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派遣団のメンバーが、スウェーデン国籍または欧州経済
領域（ＥＥＡ）内の市民ではない場合、ＷＳＪ参加前に入国
許可が必要になることがある。入国許可は、正式な書面で
公布される。入国許可証は、一般的には査証と呼ばれ、旅
券もしくはその他の旅行書類に添付される。

派遣団のスカウトがスウェーデン査証を必要とするか、ま
た最寄りの大使館はどこかスウェーデン外務省のホーム
ページwww.sweden.gov.se/sb/d/12386で確認で
きる。 
 
スウェーデン査証はスウェーデン大使館で申請できる。ス
ウェーデン大使館がない場合、その他のシェンゲン協定国
がスウェーデンの代わりに査証発給を行う。

ジャンボリープランニングチームは、全ての参加者がスウ
ェーデンに入国するために必要な査証を入手できるよう、
スウェーデン外務省と密接に協力していく。スウェーデン
は、シェンゲン協定国である。これはつまり、スウェーデン
査証はシェンゲン協定エリア全域で有効ということを意味
する。シェンゲン協定国のリスト一覧、そして査証申請へ
の協定の関係にあたっては、上記のスウェーデン外務省
ホームページでご確認を。ジャンボリーの一貫として他の
欧州諸国を周遊するのであれば、その他の国の査証申請
が必要かについても確認しなければならない。 

申込み方法
スウェーデンの査証が必要な場合、ジャンボリーの登録を
早めに行い、派遣団全員の必要情報が記入されている必
要がある。これは、査証申請での支援を行う上で重要であ
る。

現在、スウェーデン国内法及びＥＵ法に基づき査証申請の
計画をするため、スウェーデン当局との業務を進めている
ところである。２０１１年１月から査証申請ガイドが利用可
能となるため、派遣団のメンバーが査証を必要とする場
合はご連絡を。なお、ＥＵ法によりジャンボリーから３ヵ月
以上前の申込みは認められない。

質 問 が あ る 場 合 、c o n t i n g e n t . s u p p o r t @
worldscoutjamboree.seまでご連絡を。

ホームステイプログラムに関しては、多くの関心が寄せら
れている。受け入れを予定している場所が早くも埋まり始
め、申込みの最終日を変更することを決定した。自国の派
遣団がホームステイを検討している場合、遅くとも２０１１
年１月３１日までにジャンボリー登録システムにこの情報
を登録しておかなければならない。２０１１年１月３１日以

前にホームステイを申し込んだ派遣団には、２０１１年４月
３０日までに参加の可否、可能な場合の場所と日時につ
いての最終回答がされる。

ホームステイ ― 新たな申込み締切

査証情報

各派遣団本部は、派遣団全員の医療費・所持品、また派遣
団装備をカバーする保険に加入しているかについて責任
を持つ。ＥＵ内からの参加者は、ＥＵ健康保険証の携帯が
必要となる。ジャンボリーにおける健康管理や保険に関す
る詳細情報については、ブリテン第２号の“第２２回世界ス

カウトジャンボリーの参加に関する諸条件”でご確認を。
全てのブリテンについては、派遣団エクストラネットから
ダウンロード出来る。

保険
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ショップ
ジャンボリーではショップと呼ばれる食料品店の様な店が
あり、参加者はそこで食料を買うことができる。食料は後
述されるポイントで購入できる。ただし、通常の食料品店
に比べ多くの違いが存在する。例えば、

•   扱っている品物の数や選択肢は、通常の食料品店より 
    も少ない
•   食事は一日分のメインとなる材料とその他の食材から    
    なっている
•   朝・昼・夕の食事、または軽食を扱っている
•   飴やグミ、アイスクリームは扱わない
•   各タウンに一つずつショップがあり、参加者は自分たち            
    の住むタウンのショップからのみ食べ物を買うことがで
　 きる

サブキャンプでは食料を冷蔵しておくことが困難なため、
買ってから調理するまでの時間を短縮することが重要で
ある。ショップは、朝早くから夜遅くまで開いている。ショッ
プは毎日数時間、スタッフによる在庫確認、清掃、品物の
補充のため閉店することになっている。

ショップのコンセプトは、各班が自分たちの食事を自分た
ちで計画するということである。品物の予定リストは、派
遣団エクストラネットに掲示され、派遣団はジャンボリー
前に閲覧が可能となる予定である。全ての商品はポイント
で値段が決められており、各班はジャンボリーの前に食事
の計画を立てることが可能である。

全ての参加者の良い食生活ためには、各参加者がジャン
ボリー参加前に店のコンセプトを理解することが重要で
ある。参加者は毎日店を訪れ、当日分の食料を調達する。
これは、店での売り切れとサブキャンプでの無駄を避ける
ためである。

ポイントシステム
各班は、ジャンボリー期間中に必要なポイントが入ったカ
ードを受け取る。レジでそのカードを渡さないと、店での
買い物は出来ない。毎回の支払いは、ポイント残高から
引かれる。各班は使った分のポイントのレポートを受け取
る。

参加者フード
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ジャンボリーのビジョンの一つに様々な出会いを促すこと
があり、その一つに食事での出会いも含まれる。そこで、
班が別の班を夕食に招待することを奨励する。また、何を
食べるかについての計画、予算の組み立てについての積
極的な決定も勧める。もし、他の班の人たちを招待した
り、お祝いをする場合、他の食事でポイントを節約する必
要がある。

フード・インスピレーション・エリア
各店の近くにフード・インスピレーション・エリアと呼ばれ
る場所が設置される。そこでは、班に以下の様なアドバイ
スをする。

•   レシピ：「メロンの入ったものだと何を食べたらいいと    
    思う」という質問に対する答え
•   食事のニーズ：「○○○のアレルギーがある場合、ＸＸ          
    Ｘは食べて大丈夫ですか」、「このレシピにはパスタが 
    入ってますが、何と代えたらいいですか」といった質問 
    に対する答え

食事に関して参加者に更なる指導を行うために、フード・
インスピレーション・エリアでは料理の味見が出来る。味
見できる料理は、班に提供された食品と同じリストに基づ
き、班に渡されたものと同じ器具で調理されたものであ
る。

メニュー
班がジャンボリーに到着した際にフードブックが手渡され
る。これは、派遣団エクストラネットにも掲示され、派遣団
は２０１１年１月からアクセス可能である。
フードブックは、ジャンボリー期間中の全ての食事の例を
掲載しており、一回の食事や一日ごとに一つのメインの食
材に基づいた書かれ方がされている。昼食は、班が調理
の出来る場所から離れてしまうことや朝食後に昼食を持
ち運ぶことも考え、比較的軽いものとなっている。一方で
夕食は、しっかりした内容のものである。

フードブックにある、食事ごとの主な材料に基づいたいく
つかの例を示す。例えば

•   スウェーデン料理
•   国際料理
•   ベジタリアンフード
•   環境への負荷を最小限にした食事

それぞれの食事に対しては、グルテンや乳糖にアレルギ
ーがある場合に何と代えればいいのかや、料理に豚肉が
入っているかといった内容に関する情報がある。

全ての参加者はキャンプ・イン・キャンプに参加する予定
で、このプログラムで参加者は２４時間分の食べ物を持ち
運ぶことになっている。フードブックでは、事前に計画をす
べきこの２４時間について何を持って行けばいいかアドバ
イスをしている。

ここで強調しておきたいのは、フードブックにあるレシピ
は提案であり、強制ではないということである。各班は、主
要な食材とショップの品物に基づき食事の計画を立てる
ことをお勧めしたい。

特別食
健康・宗教・文化的ニーズによりジャンボリーでは多種多様
な食事のニーズが存在する。この様なニーズが事前に知
らされていれば、ジャンボリー初日から良好な食事環境を
確実に準備することができる。参加者の特別なニーズが
派遣団から事前に示されていない場合は、我々が適切な
食事を参加者に提供出来るまで各派遣団が責任を有する
ことになる。

食べ物の準備と購入は各班が行うので、特別食のニーズ
は対応が容易である。例えば、ある参加者がトマトアレル
ギーであるという場合、その班は食べ物の購入の際に料
理にトマトが入っていないかを確認すればよい。

食事に関して特別なニーズのある個人は多くいるので、
個別の支援が行われる。それぞれのショップには、その様
なニーズのある個人が日々必要な品物を購入できるコー
ナーがある。
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各派遣団は、ジャンボリーメディアセンターにおいて広報
やメディア作業へのサポートが受けられる。このサポート
には、多言語での報道資料（プレスリリース・大会概要・写
真データ）へのアクセス、数台のメディア・広報作業用コン
ピュータの使用、ノートパソコンでのインターネットアクセ
ス、ラジオインタビュー用の静かな部屋の利用、印刷設備
と派遣団を訪問するジャーナリストへの支援が含まれて
いる。

メディアセンターの一部は見学が出来るように解放され、
会場におけるジャンボリーメディアの機能や外部メディア
へどのように情報をリリースしているかを知ることが出来
る。しかしながら、メディアセンターの施設は各国で派遣
団メディア担当として登録された者のみ利用可能となっ
ている。適切な支援の提供のために、２０１０年１２月３１日
まで“派遣団メディア担当登録用紙”を送付すること。この
用紙は、派遣団エクストラネットから取得できる。登録を受
け次第、各国連盟のメディア担当に連絡し詳細情報やジャ
ンボリー前とジャンボリー期間中利用できる最新情報を
配信する。

また、ジャンボリーへのジャーナリストの訪問を歓迎する。
ジャーナリストへの最適な支援提供のため、ジャーナリス
トは事前の登録が必要である。派遣団エクストラネット
上にある“ジャーナリスト登録用紙”を２０１１年６月２６日
までに提出しなければならない。なお、訪問するジャーナ
リストに対しては会場内に宿泊施設が用意されていない
ことに注意していただきたい。派遣団の一員として行動

するジャーナリストがいる場合contingent.support@
worldscoutjamboree.seにご連絡を。

ジャンボリー期間中、派遣団はメディア活動のサポートと
してＩＳＴメンバーから数名を選ぶことができる。派遣団の
規模に応じた、非常に限られた数の事前登録IＳＴメンバー
が、このエリアで働くよう派遣団によって任命される。  

派遣団の青年人数
派遣団メディアチーム割り当て可
能なＩＳＴの最大人数

73-144 1 人
145-288 2 人
289 – 576 4 人
577 – 1,152 6 人
1,153 – 2,304 8 人
2,304人以上 10 人

ＩＳＴメンバーでメディア関連の業務全般に興味がある
が、事前登録ＩＳＴではないIＳＴは、ジャンボリー登録時に
他部署と同様に関心のある分野としてメディア分野と明
記できる。

派遣団へのメディア・広報支援
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幾つかの派遣団からの要望に答え、２２ＷＳＪにおいては
派遣団本部員がジャンボリーに自分の子どもを連れてき
てもよいこととした。子どもの対象年齢は、ジャンボリー
開催時に１０歳以下であること（２００１年７月２７日以降
生まれ）。この決定は、子どもをジャンボリーに同行させる
以外に選択肢のない派遣団本部員メンバーに対し為され
るものであり、その様な派遣団本部員の参加を容易にす
るためである。

子どもが３歳以上で、英語かスウェーデン語が話せる場合
には一定時間運営される託児所を利用できる。

各派遣団本部員は、これら条件のもと３歳以下の子どもを
連れてくる必要があるかを判断するものとする。そして、

ジャンボリー組織は上記にそぐわないと思われる場合に、
派遣団本部員の子供の登録を拒否できる権利も有してい
る。

この様な子どもの参加にあたっては、参加費が請求され
る。参加費の金額は今のところ未定であるが、実際の費用
に基づき計算され、申請があった時点で連絡される。

なお、この決定にはＩＳＴメンバーや隊指導者の子どもは含
まれていないことに注意していただきたい。

詳 細 に つ い て は 、c o n t i n g e n t . s u p p o r t @
worldscoutjamboree.seにご連絡を。

派遣団本部員の託児について

ＷＳＪは若い人々のものであり、２２ＷＳＪに参加している
人の生の声を発信したいと考えている。前回と同様に、今
回のスウェーデンでもスカウト通信員プログラムを実施
する。派遣団から選出されたスカウト通信員は、ジャンボ
リーでの経験を他の参加者や母国の仲間、さらには広く
世界へ伝える役割を担う。参加者は、ジャンボリーメディア
や、自国メディア向けに記事を書く機会が与えられる。

また、スカウト報道官プログラムも実施する。スカウト報道
官となる参加者は、キャンプを訪問するプロのジャーナリ
ストに話しかけることが出来る。スカウト報道官となるス
カウトは、このプログラムに活動時間の一部を割くことに
なる。

スカウト通信員、スカウト報道官ともジャンボリーにおける
メディア業務の内部について知ることができ、イベントに
ついて報道する技術を学ぶ。両プログラムとも選ばれた
参加者は、通信員や報道官として仕事をする意志があり、
英語もしくはフランス語での会話が出来る必要がある。メ
ディアでの仕事をすでに経験したことがある、またはスカ
ウト報道官としての経験があれば役立つだろう。このプロ
グラムは人数が限られているので、派遣団には出来る限
り早く参加者の任命をして欲しい。一つの派遣団はこの

プログラム参加にあたり、５００人ごとに通信員２人、報道
官２人の任命が可能である（５００人以下の派遣団の場合
も、２人の通信員と２人の報道官を任命でき、５００人から
１０００人規模の場合はそれぞれ４人の選出となる）。　

“スカウト通信員推薦書”と“スカウト報道官推薦書”は派
遣団エクストラネットで利用可能であり、２０１１年２月２８
日までに送付すること。メールのタイトルには、“Young 
Correspondent”もしくは“Young Spokesperson”と
記入すること。スカウト通信員とスカウト報道官の任命が
完了次第、メディア担当者がプログラムと参加者準備に関
する詳細情報を受け取ることができる。

スカウト通信員とスカウト報道官
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チャイルドプロテクションコースが 現 在 利 用 可 能
で あ る 。オンラ インコ ー スとなって おり、w w w .
worldscoutjamboree.se/safefromharmと派遣団エ
クストラネットで公開されている。コースは、英語・フラン
ス語・スペイン語・ロシア語・アラビア語で利用でき、音声
でも利用できる。所要時間は約１時間半である。

コースは、全てのＩＳＴとジャンボリープランニングチーム
のメンバーに必須であるが、その他の指導者や派遣団の
成人にも準備の一環としてコースの受講を推奨する。ま
た、ジャンボリーに参加しない、あるいはジャンボリーへの
登録が完了していない場合でもコースの受講は可能であ
る。コースの終了者全員に、証明書が授与される。

このブリテンには、コースの内容とＰＤＦ形式のコース資
料ＣＤが含まれているので、コンピュータが使用出来ない
状況の人も利用ができる。ＰＤＦ版資料は、ウェブサイトか
らもダウンロードが可能である。ここで注意しておいてい
ただきたいことは、コースを完了するためにはジャンボリ
ー登録システムに記入するため、オンラインテストに合格
する必要がある。コースを完了するにあたって何か問題

があった場合、ジャンボリーオフィスまでお問い合わせを。

参加者の準備もまた重要である。隊の中で安全・安心を感
じることはジャンボリーを楽しむための第一歩である。準
備にあたっての情報やアイデアが、ウェブサイトや派遣団
エクストラネットの準備資料のコーナーで見ることができ
る。

ジャンボリーでは、チャイルドプロテクションに関連した問
題に対処する支援体制が整っている。各サブキャンプには
チャイルドプロテクション担当者が置かれ、参加者や隊指
導者、またＩＳＴからの質問や懸念に対応できる。チャイル
ドプロテクション担当者は全ての人が適切な支援を受け
られるようジャンボリーでいくつかの役割も兼ねている。
類似した機能は、アダルトタウンでも利用可能である。

チャイルドプロテクション — 最新情報

ジャンボリー期間中（８月１日）「子供を危険から守る ― と
もに行動を起こそう」という国際会議が催される。スウェ
ーデン連盟、ＷＯＳＭが共同で主催し、各国連盟からも総
コミッショナーもしくはトップレベルのボランティア１名が
招待される。他の青少年団体も招待を受け、スウェーデン

王室も出席する。招待状は詳細情報とともに、後日各国連
盟に送付される予定である。

子供を危険から守る ― ともに行動を起こそう

第２回派遣団長会議での討議に基づき、ジャンボリー・エ
グゼクティブチームは２２ＷＳＪにおける行動規範を発行
した。一つは参加者向けの行動規範であり、もう一つは成
人向けのものである。

ジャンボリーに先駆けて派遣団員と行動規範を共有する
ことを希望する派遣団は、派遣団エクストラネットからダ
ウンロードして利用できる。

行動規範
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参加費について
参加費の早期納入割引の締切はすでに終了し、２０１０年
１０月１日以降に受領された支払は早期納入割引の対象
とならないことをご注意いただきたい。なお、最終の支払
日は２０１１年１月３１日までとなっており、以降は５パーセ
ントの追加料金が発生する。

銀行送金
Account name: Svenska Scoutradet
Account holder’s address:
Box 42034
SE-126 12 Stockholm
Sweden
IBAN: SE10 8000 0831 3950 4325 0512
SWIFT/BIC: SWEDSESS
Bank name: Swedbank
City: Stockholm
Country: Sweden

全ての派遣団には、支払に際して以下の点に注意してい
ただきたい。

•   各送金ついて、スカウト連盟名と、送金の内訳（例えば 
    「１００名分の予納金」など）が含まれていなければなら    
    ない
•   送金ごとに、送金日、どこの銀行から送ったか、支払い                          
    の内訳、送金金額を含め、ジャンボリーオフィスに連絡      
    すること
•   各国連盟からの送金について登録されるのは、送金 
    時・入金時の銀行手数料などを抜いた正味金額となる
•   支払いのスケジュールを考慮する際には、銀行送金に 
    かかる時間、こちらで処理にかかる時間等を考慮して、  
    余裕を持って送金すること
•   すべての支払はＳＥＫ（スウェーデンクローネ）で行うこ 
    と

ジャンボリーオフィスに支払いと上記の情報の送信を済
ませると、全ての派遣団は支払の確認を受け取る。

派遣団エクストラネットとは、派遣団長や派遣団
本部員のメンバーが電子形式で全ての発行資料
を閲覧できるものである。現在、必要な情報が見
つけられやすいよう派遣団エクストラネットは更
新されている。また、新しい記事や変更記事が掲
載される月刊の派遣団エクストラネットニュース
レターに登録ができる。また、特定の情報を探し
ている時に発見しやすいように検索エンジンも用
意されている。派遣団エクストラネットへのアク
セスをお待ちしている。

ログイン情報を持っていない場合、contingent.
support@worldscoutjamboree.seまで連絡
を。 

派遣団
エクストラネット

もし、支払を済ませたが確認を受け取っていない場
合、contingent.support@worldscoutjamboree.se
まで連絡すること。

詳細情報については、ブリテン第２号の“第２２回世界スカ
ウトジャンボリーの参加に関する諸条件”でご確認を。ブリ
テンは全て派遣団エクストラネットでダウンロードが可能
である。

ジャンボリー会場での決済方法
出来る限り会場内で取り扱う現金の量を減らす目的で、全
ての参加者にはジャンボリー会場で現金の代わりにクレジ
ットまたはデビットカードの使用を勧める。ジャンボリー会
場では、主要なクレジットカード（ビザ、マスターカード、ア
メックス等）が店やカフェで使用可能である。全ての参加
者には自分のカードが海外で使用出来るかの確認を取っ
て頂きたい。
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派遣団が計画を立てやすいように、多くの重
要日程を示した予定表を用意した。この情報
は変更の可能性がある。

２０１１年１月１０日から１４日
第３９回世界スカウト会議、ブラジル

２０１１年３月
ブリテン第６号発行

２０１１年４月１日から３日
第３回派遣団長会議

２０１１年７月２７日から８月７日
第２２回世界スカウトジャンボリー

タイムテーブル

下記の資料を提出しているか確認して頂き、まだの場合は至急提出を。
ジャンボリーの準備は皆さんの協力にかかっている。資料やフォームの再配布が必要な場合、ジャンボリーオフィスに連
絡するか、派遣団エクストラネットからダウンロードをお願いしたい。

文書名 同封物
添付資料Ⅰ：    派遣団申込書　 ブリテン１号、サーキュラー１号
添付資料Ⅳ：  特別ゲスト推薦書 ブリテン４号

添付資料Ⅴ：  派遣団レセプション申込書 ブリテン４号
添付資料Ⅵ：  事前物資運搬申込書　 派遣団エクストラネット
添付資料Ⅶ：  派遣団メディア担当登録用紙　 派遣団エクストラネット

添付資料Ⅷ：  ジャーナリスト登録用紙 派遣団エクストラネット

添付資料Ⅸ：  スカウト通信員推薦書 派遣団エクストラネット

添付資料Ⅹ：  スカウト報道官推薦書　                        派遣団エクストラネット

お忘れ無く 情報が必要です！

登録 — 最新情報
派遣団長、もしくは派遣団連絡先を登録済みの派遣団
は、世界スカウトジャンボリー登録システムへのログイ
ン詳細を受領済みのはずである。まだログイン詳細を
受け取っていないという場合、また質問がある場合には
contingent.support@worldscoutjamboree.seま
で。

派遣団長会議
第２回派遣団長会議
６月初旬、第２回派遣団長会議がジャンボリー会場近くで
開催された。各国の派遣団長がジャンボリープランニング
チームと面会し情報を得たという点で素晴らしい週末だ
ったと言える。天候にも恵まれ、参加者は手応えを感じ、
最終の第３回派遣団長会議と、もちろんジャンボリーへの
期待を膨らませ帰路についた。派遣団エクストラネットで
は、会議の全ての情報とプレゼンテーションを英語とフラ
ンス語で閲覧することが出来る。

第３回派遣団長会議
第３回派遣団長会議は、２０１１年４月１日から３日に開催
される。参加対象者は、派遣団長と派遣団本部員となって
いる。なお、２０１１年始めに、登録方法についての詳細情
報が送信される。この会議では、ジャンボリープランニン
グチームと会いジャンボリーの最新情報が得られる。そし
て、７月に再会し第２２回世界ジャンボリースウェーデン大
会が開会する！



住所:
22nd World Scout Jamboree 

The Swedish Guide and Scout Council 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Box 42034  

SE-126 12 Stockholm 
Sweden 

E-mail: contingent.support@worldscoutjamboree.se 
Tel no: +46 8 555 065 00 
Fax no: +46 8 555 065 99 

連絡先
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