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平成２９年度日韓スカウト交歓計画 日韓フォーラム参加者募集について
標記の件につきまして、別紙のとおり募集を致しますので、該当者がいましたならば、１１月
２０日（月）までに事務局にＦＡＸ、またはメールにてお願い致します。
また、応募者が多数の場合は選考を行いますのでご了承願います。なお、選考になった場合は
改めてご連絡致します。

平 成 ２９年 度 日 韓 スカウト交 歓 計 画
交流プログラム 参加者募集要項
平成１１年度から１５年間委託事業として約３，５００人が参加した「日韓スカウト交歓計画事業」
は、日本・韓国両連盟の評価により、平成２７年度から１０年計画で再開した。
ボーイスカウト日本連盟は「平成２９年度日韓スカウト交歓計画事業」を、平成３０年１月６
日（土）から１月１４日（日）まで実施し、韓国スカウト連盟からスカウト３６人指導者４人、
合計４０人が来日する。
この事業の一環として、１月６日（土）から８日（月）までの２泊３日間、日本のスカウトと
の交流プログラムを開催する。参加者は交流プログラムを通して韓国のスカウトとの親善交歓に
より国際理解と友情を深める。
名

称：

平成２９年度日韓スカウト交歓計画 交流プログラム

期

間：

平成３０年１月６日(土)～８日(月･祝)２泊３日

集

散：

集合 １月６日(土) １２時 博多駅（昼食を済ませてから受付）
解散 １月８日(月･祝)１５時 天神中央公園（天神駅より徒歩５分）
＊天神駅は地下鉄で博多駅、福岡空港まで乗換なしで移動可能

会

場：

グローバルアリーナ（予定）
〒811-4153 福岡県宗像市吉留 46-1

http://g-arena.com/

目

的： １．国際理解と参加者同士の友情を促進する
２．参加国間で情報と経験を共有して、スカウトプログラムを有意義にする

人

員： 各県連盟より１人、計４７人
人数が満たない場合は近隣の補充参加候補者から選考する

参 加 費：

１人当たり１万５千円（１月６日夕食～８日昼食、宿泊費、記念品等が含まれる）
※自宅～集散場所間の交通費は自己負担

持 ち 物：

筆記用具、入浴・洗面用具、着替え、健康保険証(コピー可)、その他必要な物

服

スカウト正装

装：

応募資格：

次の各項を満たしていること
（１）中学２年生以上のボーイスカウトまたはベンチャースカウト
（２）世界のスカウト運動に関心があり、韓国スカウトと進んで交流をする意欲のある者

参加申し込み：
（１）上記の資格を有する参加希望者は所属県連盟の指定する期日までに所属県連盟を通じて申し込む。
（２）県連盟は申込者を選考し、所定の書式にて適格者を日本連盟に推薦する。２人以上を推薦すると
きは、県連盟推薦順位をつける。（人数が満たない場合の補充参加者候補として受け付ける）
（３）県連盟から日本連盟への申し込みは下記書類を添え、平成２９年１２月５日までに行う。
提出書類
（１）平成２９年度日韓スカウト交歓計画交流プログラム参加申込書
（２）海外派遣参加健康調査書

１通
１通

昨年度の様子はこちら

日本連盟の選考：
書類選考を行う。
申込期日およびその他の期日：
県連盟への申し込み
平成２９年
月
日（
）
日本連盟への推薦
平成２９年１２月５日（火）
選考結果通知
平成２８年１２月中旬

日本連盟ニュース
平成２８年度第３４号

そ の 他： 参加内定スカウトは、別途送付される連絡文書に従い、事前準備を行う。
以

上

平成２９年度「日韓スカウト交歓計画（韓国スカウト招聘）」
事業実施基本構想 （案）
2017.10.23.現在
１．事業実施の経緯
平成１１年度から平成２４年度までの１４年間に渡り、ボーイスカウト日本連盟は、政府の委託事業
として韓国スカウト連盟を招聘することにより日韓スカウト交歓計画を実施し、平成２５年度（最終年
度）は日本連盟の自己財源により実施した。
通算１５年間実施した日韓スカウト交歓計画には、韓国から約２０００人のスカウトと指導者が来日
し、関連して開催された日韓スカウトフォーラム等の日本参加スカウト約１５００人と交流した。また、
彼らが参加したジャンボリー、ベンチャー大会、各地でのキャンポリー、ホームステイを含めると１０,
０００人以上が交流し、国際理解と相互理解を深め、スカウト間のみならず両国の良好な関係を築く一
翼を担ってきた。これまでの参加者の多くは、現在では両国の関係維持・向上に貢献する指導者として
両連盟で活躍をしている。
この成果を踏まえ、日韓両国スカウト連盟では、参加者が更に両国を理解し、良好な関係を深めるた
めに事業を再開することに合意し、日本連盟は「日韓スカウト交歓計画（韓国スカウト招聘）」
、韓国連
盟は「韓日スカウトフォーラム（日本からの派遣）
」を改めて開始することとした。
平成２７年度に再開し、昨年度平成２８年度までの２回で韓国から通算で指導者８人、スカウト７１
人、合計７９人を招聘、交流に参加した日本のスカウトは９３人、各地でのホームステイでは４１家庭
がこの事業に参画し、相互理解を深めた。
平成２９年度は再開３回目として平成３０年１月６日から１月１４日までの９日間、韓国からスカウ
ト３６人、指導者４人、合計４０人を招聘して事業を実施する。
２．目的
（１）日韓両国のスカウトの交流を通して相互理解を深め、更なる良好な関係を計る
（２）韓国の参加者に次の機会を提供し、日本に対する理解を深める
- 日本の社会・歴史・文化・自然・教育等の見学
- 日本の生活様式を体験する
- 日本の中高生年代との交流を通して若者の文化や考え方を知る
（３）日本の参加者は、韓国参加者から次の機会を得る
- 韓国の歴史・文化・社会を知る
- 韓国の中高生年代との交流を通し、若者の文化や考え方を知る

３．主なプログラム
目的を達成するため、以下の３つの柱のプログラムを行う
- 日韓両国の同年代スカウトの交流（中高生年代のボーイスカウトおよびベンチャースカウト）
- 日本各地での見学（社会・歴史・文化・自然・教育等の見学・体験）
- ホームステイ

４．事業概要
期

間： 平成３０年１月６日（土）～１４日（日） ９日間

場

所：福岡を始めとする九州各地

人

数： 韓国参加者（指導者４人、スカウト３６人） 計４０人
日本参加者（交流プログラム参加）
スタッフ

計４７人

２５人 全行程の同行者および２泊３日の交流プログラム奉仕者

日程案：１月 ６日（土）

韓国参加者到着・開会式・日韓スカウトによる交流

１月 ７日（日） 日韓スカウトによる交流
１月 ８日（月） 日韓スカウトによる交流・福岡スカウトフェスティバル・日本参加者解散
１月 ９日（火） 韓国参加者 大分の見学（社会・歴史・文化・教育）
１月１０日（水） 韓国参加者 大分の見学（社会・歴史・文化・教育）
１月１１日（木） 韓国参加者 大分・福岡の見学（社会・歴史・文化・教育）
１月１２日（金） 韓国参加者 福岡の見学（産業・教育）
、福岡県でホームステイ
１月１３日（土） 韓国参加者 福岡県でホームステイ
１月１４日（日） 韓国参加者 ホームステイ終了・帰国
以

上

平成２９年度日韓スカウト交歓計画（韓国スカウト招聘）日程（案）
期間：平成３０年１月６日（土）～１４日（日）

９日間

韓国参加者:４０人(１こ隊招聘 指導者４人スカウト３６人)
交流プログラム日本参加者参加者：４７人
スタッフ：２５人程度

2017.10.23.現在
月
1

日(曜)

1月6日(土)

場所

時刻

交通

博多駅（発）
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ（着）

12:00

貸切バス

福岡空港（着）
福岡空港（発）

2

3

1月7日(日)

1月8日(月)

12:30 航空機
13:30頃 KE745(手配中)
貸切バス
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ（着） 14:30

韓国からの４０人が福岡空港に到着する。貸切バス
でｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅに移動する。

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅで、韓国のスカウトと日本のスカウト
による交流を行い、日韓両国の同年代同士で相互理
解を深める。

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ

終日

無し

09:00

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ（発） 13:00 貸切バス
天神駅（着）
14:00頃

4

5

6

7

1月9日(火)

1月10日(水)

1月11日(木)

1月12日(金)

内容

天神駅（発）

16:00

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ（着）

17:00

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ（発）

09:00

大分のﾎﾃﾙ（着）

17:00

大分のﾎﾃﾙ（発）

09:00

大分のﾎﾃﾙ（着）

17:00

北九州のﾎﾃﾙ（発）

09:00

北九州のﾎﾃﾙ（着）

17:00

福岡のﾎﾃﾙ（発）
福岡の高校（着）

09:00
10:00

集合場所（着）

15:30

終日

8

1月13日(土)

福岡市内

9

1月14日(日)

福岡県内
福岡空港(集合)
福岡空港(発)

貸切バス

福岡
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ

福岡
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ

日本と韓国のスカウトで取り組んだ２泊３日の交流
のまとめを行い、日韓両国の協力が世界平和に向け
て大きな意味を持つことを確認する。
昼食後、両国のスカウトは貸切バスで福岡市内天神
に移動、福岡スカウトフェスティバルに参加する。
その後日本のスカウトは解散し、帰路に就く。
福岡
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ

貸切バスでｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅを出発後、大分へ移動し、
自然や文化を見学する。
大分のホテル

貸切バス

大分のスカウトとの交流、大分の自然や文化、学校
教育を見学する。
大分のホテル

貸切バス

大分を出発し、北九州に向かい、日本の産業等を学
習する。
北九州のホテルに宿泊する。

貸切バス

貸切バスでホテルを出発し、福岡県内の高等学校を
訪れ、学校施設の見学および学生との交流プログラ
ムを行う。
昼食後、福岡のホームステイ受入家族の待つ集合場
所に移動し、２泊３日のホームステイを行う。

終日ホームステイプログラム
ﾎｽﾄ家庭

10:30
11:40
13:40

日韓両国のスカウトで、日韓スカウト交歓計画およ
び交流プロウグラムの開会式を行い、仲間づくり、
歓迎夕食会を行う。

韓国のスカウトはｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅに戻る。
オリエンテーションで日韓スカウト交歓計画の参加
者としての使命、９日間に渡る事業および日本の概
要、日本での過ごし方を再確認する。

貸切バス

宿泊

博多駅で各都道府県のスカウトが集合し、貸切バス
でｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅに移動、交流プログラムの準備オリ
エンテーションを行う。

航空機
KE746(手配中)

ホームステイ家族とともに福岡空港に集合し、事業
の閉会式を行う。閉会式後、韓国派遣団は昼食をと
り福岡空港から空路帰国の途へつく。

北九州のホテル

ホームステイ
（福岡市内）

ホームステイ
（福岡市内）

