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第９回世界スカウトユースフォーラム
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9WSYF Japan Contingent Report

世界スカウトユースフォーラムは、スカウト運動に

おける青年の教育的な経験の場の一つとして、93年

から現在の形態で運営されている。

世界スカウトユースフォーラムは青年スカウトが

興味・関係を持つ様々な問題の討議の場であると同時

に、世界スカウト会議で取り上げられる議題について

の予習の場でもある。事前に世界スカウト会議の議題

について他国のスカウトたちとの意見・情報交換を通

じて様々な問題に対する理解を深めると同時に、その

ようなプロセスを通じて民主的な意思決定過程に必

要な技術や経験を積む場でもあるのだ。

また、フォーラムの参加者は世界各国から集まるの

であるから、それぞれの生活環境もスカウティングに

おける環境も異なり、文化的にも言語的にも異なって

いる。このような中で意見交換をし、討論をすること

は、スカウティングを越えた各個人の成長にも極めて

有意義であると言えよう。

さて、このようにして世界スカウトユースフォーラ

ムで討議された内容は、フォーラムの最後に世界スカ

ウト委員会への提案としてまとめられ提出される。ま

た、今回からは 6人の「ユース・アドバイザー」が

世界スカウトユースフォーラムから選出され、地域か

ら選出された他の６人のユース・アドバイザー (APR

ではヤング・アダルトと命名 ) とともに、世界スカウ

ト委員会に参席することによって、青年スカウトの意

見が世界のスカウト運動に反映されるようになって

いる。

世界スカウトユースフォーラムや各地域のユース

フォーラム参加者は「ScOutPost」というインターネッ

ト場のグループを通じて一定期間継続的に交流する

ことで、選出されたユース・アドバイザーとの意見・

情報交換ができるようになっている。

参考まで、世界スカウトユースフォーラムでは英語

とフランス語を公用語とし、青年メンバーからなる準

備委員会と、主催国のスカウトによって運営されてい

る。

なお、本年度の世界スカウトユースフォーラムの英

語版報告書が下記でダウンロードできる。

http://www.scout.org/wse/yf05docs.shtml

世界スカウトユースフォーラムとは

世界スカウトユースフォーラム

WSYF

各国・地域レベルで活躍する
青年スカウト

世界スカウト委員会

WSC提案(Recommendations)

選出

選出

ユース・アドバイザー

ScOutPost進行役

ScOutPost
継続用インターネットディスカッショングループ

調整

助言・提言

報告

提案

世界スカウト会議

WS Conf.
代表として参加

参加

訓練の場

現在の世界スカウトユースフォーラムの役割
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派遣概要

第 9回世界スカウトユースフォーラムはチュニジ

アのハマメットにおいて、63カ国から 140 名が参加

して、2005 年 8月 29 日から 9月 1日まで開催され

た。日本からは 2名の代表と 4名のオブザーバーが

参加した。今回のユースフォーラムは過去最大級のも

ので、ユースのほか、世界事務局のスタッフ、国連な

ど提携機関等からの参加もあった。

参考までに 63カ国の内訳は、ヨーロッパ地域から

が 30カ国と抜きに出て多く、ついでアジア・太平洋

地域から 10カ国、アフリカから 8カ国、アラブ地域

とインターアメリカ地域からそれぞれ 7カ国、そし

てユーラシア地域からが1カ国の参加となっている。

男女比は女性が 54名、男性が 86名であった。

さて、今回のユースフォーラムには大きく 3つの

テーマが設定されていた。具体的には、国連のミレニ

アム開発目標とも絡ませた「青年・地球市民として

の挑戦」、個人レベルから社会的な問題までも含んだ

「青年の人生における挑戦」、そしてこれらの問題を

踏まえてスカウトとして何が出来るのかという「スカ

ウティングにおける挑戦」という問題設定であった。

これらのテーマに基づき、4日間、ワークショップや

ディスカッションなどを行い、また今後三年間のユー

スプログラムについての提案などを行った。とりわ

け今回のフォーラムはスカウト運動 100 周年である

2007 年以前最後のフォーラムであったことから、ス

カウト運動のイメージ拡大、100 周年記念行事など

の問題なども、テーマ設定と併せて大きな議論となっ

た。

第９回世界スカウトユースフォーラム概要

日本派遣団員紹介

9WSYF ・ 37WSC 代表

岩崎 広志 北海道連盟帯広第 7団 RS 

日本連盟国際委員

9WSYF 代表

梅本 誠子 愛知連盟名古屋第 87団 RS

寺澤 美佳　東京連盟文京第５団 RS

カブ隊副長  

中野 恵 愛媛県温泉第 1団 RS 

樋口 信介 岐阜県連盟各務原第 3団 RS

アドバイザー

中野 まり　日本連盟国際副委員長

APRプログラム小委員会委員長
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派遣日程

■８月２６日（金）

 午後 集合・文化紹介関係買い出し

  結団式

  WSJ 招致プレゼンテーション練習

■ 8月 27日（土）

 午前 WSJ 招致打合せ、練習等

 午後 日本連盟を出発

  成田空港から出国、パリ経由

■８月２８日（日）

 午後 チュニスに到着・空港内で受付

  会場へ移動、施設見学等

■８月２９日（月）

 午前 開会式、基本連絡等

  議事進行・議決方法の採択

 午後 MDGs について

  - プレゼンテーション

  - ワークショップ

 夜間 開会式・歓迎セレモニー

■８月３０日（火）

 午前 青年の人生における挑戦

  - プレゼンテーション

  - ワークショップ

 昼休み APR 地域でミーティング

 午後～ 世界会議の議題について

  ScOutPost の立ち上げ

  班ごとにバスツアー

   各地の隊による歓迎

■８月３１日（水）

 午前 スカウティングにおける挑戦

  プレゼンテーション

   - スカウト機構について

   - 戦略目標について

   - 青年参画について

 午後 誘致活動

  午前の続き：ワークショップ

 夜間 浜辺でのディナー

■９月 1日（木）

 午前 １００周年関係

  ユースアドバイザー候補演説会

 午後 ユースアドバイザー投票

  提案書議決

 夕方～ 閉会式

ユースフォーラム終了後

 会議間プログラム（Inter Event Program）

■９月２日

 午後 会議間プログラムでキャンプへ

■９月３日

 終日 チュニジア観光

  チュニス市庁舎表敬訪問など
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   世界スカウトユースフォーラムにおいても、日本へ

の世界スカウトジャンボリー招致を意識した活動を実

施した。

1. パネル展示

     食堂スペースのパネルに与えられたスペー

スに、日本から準備して行った招致用のポス

ター、日本のローバースカウトの活動写真、日

本の絵葉書やチーフを展示した。

2. 各国展示プース訪問

       上記パネル展示を回るための時間が用意さ

れた。中には伝統文化を披露したり、そこでグッ

ズを配ったりするブースもあったが、日本は法

被を着てアピールした程度であった。準備して

行った日本のおもちゃやお茶、お菓子などは事

情により活用できなかった。何か惹きつけるも

のがないと、参加者はなかなか展示の前に立ち

止まって話を聞いてはくれない状況であった。

3. 民族衣装

       様々な機会に法被や浴衣などを着用する事

で、アピールできた。

4. 配布物

       用意していたパンフレットや絵葉書を、各

国宛のポストに入れたほか、ワッペンや団扇を

折を見て配布した。とくにエアコンのないホテ

ルであったので、団扇の人気が高かった。

  こうした招致活動を行っていたのは日本だけではな

かったが、招致を目的とせずとも、出身国の紹介をす

る展示は充実していた。( 例えば展示ブース訪問の際

中国結びの体験や、書道、マッサージなど ) 日本とし

ても、例え招致がなかった場合 ( 今後 ) でも日本文化

や日本のスカウティングをアピールできる良い機会で

あると考え、今回のような活動を行うべきである。ま

た、配布物やプレゼンテーションでのアピールの他に、

参加者として積極的にフォーラムに貢献する事も大切

である。たとえば、参加者の提案によるオープンフォー

ラムなどは、準備次第で効果的に貢献できる。

  招致活動を通じて、多くの参加者と話す機会を得る

ことができ、また多くの人に日本について知ってもら

う事が出来た。

派遣概要

第２２回世界ジャンボリー日本招致に関して
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　ユースフォーラム期間中は開会式や閉会式の他、文化交流や交換を目的とした様々なプログラムが行われた。

ここではその概要を紹介する。

■各国展示ブース訪問

事前には知らされていなかったが、各国が食堂スペースのパネルに展示したプレゼンテーションを訪ねる

時間が設けられた。全ての参加国が展示をしたわけではなかったが、Tシャツや写真、伝統工芸を貼り付

けるなど、展示には各国の創意工夫が見られた。

■オープニングセレモニー

ホテルから移動して、コンサートホールのような場所を使って行われた。世界スカウト事務局・主催国か

らの挨拶やスタッフの紹介の他に、地元のバンドによる演奏と民族衣装のファッションショーが行われた。

参加者は制服で出席したが、最後は席から離れて踊りだす、フランクなものとなった。

■カルチュラルイブニング

ホテルの外で行われた。民族衣装を着たユースとらくだによる結婚儀式のデモンストレーションに加え、

馬と人間のアクロバットを見学した後、伝統料理を食べた。ベリーダンスも披露された。

■閉会式 /インターナショナルナイト

提案事項の決議に時間が掛かったため、クロージングセレモニーは中止となった。インターナショナルナ

イトにおいてオープニングと同じく挨拶等が行われた後、各国参加者からの出し物が披露された。大きな

野外劇場には、チュニジアのスカウトも大勢駆けつけ拍手を送ってくれた。

　文化紹介に関して

●良かった点

・各国の展示ブースを訪問する時間が設けられた事で、お互いのバックグラウンドをより

理解する機会を得た。

●改善点・今後への提案

・展示ブースに加え、それぞれの国の特徴やスカウティングを紹介し合えるようなプログ

ラムがあれば、相互理解に繋がる。その際には、今回日本が用いた手法の他に、音楽や映

像を取り入れる事が有効と考えられる。

・展示ブース訪問の時間は、一つのプログラムとしては間延びしてしまっていた。出発前

に告知があれば、準備も出来、効果的な文化交換が出来たのではないか。招致活動を行う

連盟の物品配布時間と化していた。

　セレモニー、夜のイベントに関して

●良かった点

・非常に盛り上がり、一体感を感じることが出来た。

・チュニジアの文化に触れられた。

●改善点・今後への提案

・セレモニーにケジメが足りなかった。閉会式がなくなった。

・出し物をする連盟に対するアナウンスが足りなかった。

期間中のイベントについて

派遣概要
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■地元スカウト訪問

参加者は 5つのバスに分かれてそれぞれ別の隊及び周辺施設を訪ねた。地元のスカウトとの交流の他に、

陶工や織物工場などの工芸品工場、老人ホームを訪問し、伝統的な夕食と伝統的な音楽に触れた。

■会議間キャンプ

ユースフォーラムから世界スカウト会議に参加するスカウトを対象に、二日間のオプション観光プログラ

ムが予定されていたが、急遽その期間の滞在先がキャンプ場となった。昼間は遺跡や市役所・チュニスの

観光地を訪ね、ショッピングもした。夜はチュニジアのスカウトを交えてのキャンプファイヤーが催され、

そ以外の時間は参加者同士で夜遅くまで語り合った。

■プログラム全体に関して

　ツアー関して

●良かった点

・地元スカウト訪問の企画は面白かった。観光も面白かった。

・キャンプは、スカウトらしく質素な滞在で ( 事前のアナウンスさえあれば ) 良かった。

●改善点・今後への提案

・バス出発の際に点呼は必要。

・地元スカウトとの共同作業があると良いのでは。

・夜が遅かった。また、出発の際は、遅れたら待たずに行ってしまうぐらいでもよかった

のでは。

　プログラム全体に関して

●良かった点

・夜ではなく昼にフリータイムが多かったので、交流や休憩に利用しやすかった。この時

間を利用して、アジア太平洋地域のミーティングなども行えた。

・スタッフもフォーラム参加者との交流を楽しめていた。

・世界フォーラムで話す内容としては、テーマやトピックは良かった。プログラム構成も、

流れがあった。

・アイスブレイクによりプログラム全体が引き締まり、一体感が出た。

派遣概要
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■その他ホスピタリティについて

    多くのチュニジアローバーがスタッフとして参加者によるフォーラムをサポートしてくれた。

 

派遣概要

●改善点・今後への提案

・議長採決等による時間変更のアナウンス不足

・時間の遅れ。もう少し何とかなったのでは。就寝が遅くなった。より柔軟に時間変更に

対応できる体制が必要であった。

・毎夜の公式行事により、休息時間が十分でなかった。

ホスピタリティに関して

●良かった点

・十分な数のスタッフがいて、参加者の質問に対応していた。

・セッションの始まりの音楽は、気持ちを集中させた。

・ピジョンボックスと人力配布、カウンター形式での配布の組み合わせ。

・ワークショップ会場の地図があったので、迷子にならずにすんだ。

・空港の出迎えがスムーズで、安心できた。

・各国からの参加者に対し、食事の配慮されていた。

●改善点・今後への提案

・スタッフの中には英語を話さない人がいて、時間が掛かる事があった。

・担当がわかりやすいような名札があると便利。

・飲料が常時自由に得られるような状況だとなお良かった。

・インターネット環境が十分でなかった。また不公平であった。

・フォーラム会場には机があるといい。また、オブザーバーも議論に参加しやすいような

場所作りが必要。

・フォーラムで使用した PPT をすぐに PC からダウンロードできると、帰国後の活動のた

めに便利。
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第９回世界スカウトユースフォーラム

会議概要
Topic1. 青年 ・ 地球市民としての挑戦

このセッションは国連のミレニアム開発目標の概念

を中心に、我々スカウトがいかにして世界に散乱する

多様な問題に挑戦することが出来るかを考えるもので

あった。現在世界スカウト機構はUNICEF や UNDP、

世界銀行をはじめ、多くの国連関係機関等と提携関係

にあるが、このような提携関係を有効に活かすにはど

うすればよいのか、具体的にはどのようなプログラム

があるのかなどが紹介された。

基礎的なMDGs への理解のためにセッションはま

ず国連の担当者 Amil Hussain 氏のプレゼンテーショ

ンから始まった（主な内容は次項のコラムを参照）。

　これに続いて８つある国連ミレニアム開発目標ご

とに分かれ（ただし乳幼児の死亡率に関する問題は母

体保健のグループと統合）、それぞれの問題にスカウ

トがどのように貢献できるかを話し合った。以下、各

グループ討議の結果の大枠である。

＜極度の貧困と飢餓の撲滅＞

・南北のNSO間での協調の必要性　など

＜初等教育の完全普及＞

・教科書やパソコン、ソフトウェアの寄付キャンペー

ンを行う

・ボランティアによる農村などにおける基礎的な教

育設備の構築　など

＜ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上＞

・ジェンダーに関する討論グループの構築

・NSOの役職もジェンダーの平等に配慮する

・WOSMのより積極的な関与の必要性

・同性愛の問題に関する意識向上

・WAGGS や他の NGOとの恊働

＜乳幼児死亡率の削減＋妊産婦の健康改善＞

・スカウト活動から地域まで様々なレベルでの教育

の拡大

・水や衛生環境の向上を目指すプロジェクトの実施

・ユースプログラムへの性教育の導入

＜HIV/AIDS・マラリアなどの疾病の予防＞

・都市と地方の情報格差を解消するためにインタ

ネーットや移動図書館、書籍配布などのようなもの用

いたスカウトプロジェクトの実施

・世界エイズデーとスカウト教育法の連携

・売春などの問題を減らすための奨学金制度の設置

＜持続可能な環境づくり＞

・スカウティングにおける環境保護プロジェクトや

環境保護教育を進める

・WOSMと UNEP の提携関係を活かす

＜開発のための協力関係の促進＞

・WOSMの各種提携国際機関の関係を各国連盟に

告知し、有効できるようにする

・マラケシュチャーターの実施を進める

＜スカウト・オブ・ザ・ワールド　プログラム＞

・他の国連盟の活動の経験を学ぶ

・各国連盟にこのプログラムを実施する上で必要な

情報を与える必要がある
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世界中で 12億の人々が 1日 1ドル以下で生活をしている。8千万人の人々がおなかをすかし、1200 万人

の子どもたちが学校に通うことすら出来ない。375 平方キロもの森林が毎日消失し、50秒に一人、エイズで

子どもが死んでいる。一見平和に見える世の中で、実は多くの人々が様々な脅威にさらされている。

 このような世界を少しでも良くするために、「国連ミレニアム宣言」が 2000 年の国連総会で採決された。

ミレニアム宣言は 90年代に採決された様々な国際目標を統合した「ミレニアム開発目標」として結実し、

2015 年までに 18 の数値目標を達成することを宣言した。これらの数値目標は主に極度の貧困と飢餓の撲

滅、初等教育の完全普及、ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上、乳幼児死亡率の削減、妊産婦の健康

の改善、HIV/AIDS、マラリアなどの疾病の蔓延防止、持続可能な環境づくり、そして開発のためのグローバ

ル・パートナーシップの推進という 8つの分野から構成されている。

さて、このミレニアム開発目標の達成に向けて当然各国政府レベルでも努力がなされているが、同時にこ

の目標の達成が政府の努力だけでは難しいのも確かである。そこで国連などは市民社会の協力を重要視して

おり、世界スカウト機構もこの運動のパートナーのひとつなのだ。

このパートナーシップを受け、各国のスカウト連盟が様々な活動を行っている。例えばケニヤではストリー

トチルドレンの問題に取り組んだり、ルワンダとブルンジの国境では双方のスカウトが平和再建の取り組み

を国際機関などと協力して行っている。カナダでは積極的な環境問題の取り組みが行われたり、そのほかジャ

ンボリーの地球開発村を通じた国際理解のプログラムも広く言えばその一環である。世界のスカウトが、世

界の問題に、それぞれ何ができるのかを考え実行していく必要があるのだ。

Topic2. 青年の人生における挑戦

現代の青年が抱える様々な問題について討議し、ス

カウト運動がどのような影響を与えることが出来るの

か、また自分はどのようにその問題に対応していくこ

とが出来るのかを話し合った。

＜年齢差・文化の違い＞

・お互いを尊重することが大事

・スカウトは普段から接している問題

＜健康：婚前性交、薬物濫用、エイズなど＞

・表題の健康問題以外にも精神衛生、体力的問題、

そして不健康な生活習慣などの問題がある。多くの若

者は自分に自信がなかったり、気が沈んだり、あるい

は酒やタバコに関する問題を持っていたりする

・スカウト活動は青年に自信をつけさせこれらの問

題から脱する／回避する手助けとなる

＜雇用問題＞

・スカウティングは職業に関しても多くを学べる

・様々な技術も獲得できる

＜ジェンダー問題＞

・スカウティングは今後より男女共通の活動を推進

する必要がある

＜暴力：校内暴力、青年と紛争など＞

・様々な暴力があり、参加者の中には地域などで平

和的解決を経験した人もいた

・何よりも沈黙の無交流状態から会話をはじめるこ

とが重要である

＜グローバリゼーション＞

・通信や交通の発達はスカウティングにもいい影響

・一方で環境や経済などで悪影響もある

・スカウトが取り組めない問題はない

＜情報通信技術＞

・スカウト活動でも様々に活用できる

・一方で世界のほとんど人々にとってこれらの機器

は高額すぎる

＜教育＞

・MDGなどともあわせ重要

・non-formal 教育への理解不足（スカウト活動も）

＜原理主義＞

・自身の精神的な拠り所がない場合に発生するので

はないか

・教育が重要な部分を占める

MDGs -Millennium Development Goals ( ミレニアム開発目標 )

国連ミレニアム開発目標のページ

http://www.millenniumcampaign.org/

ユース・オブ・ザ・ワールド

http://www.youthoftheworld.net

WOSMのパートナーシップ

http://www.scout.org/front/partners.shtml

会議概要
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MDGs -Millennium Development Goals ( ミレニアム開発目標 )

会議概要

Topic3. スカウティングおける挑戦

「スカウティングにおける挑戦」では世界スカウ

ト会議の議題の補足的な説明を含め、スカウト運動

１００周年に関係する事項を中心としたセッションが

行われた。他のセッション同様、ワークショップ形式

の時間もあったが、他の２つ目の項目に比べると比

較的レクチャー的要素が強かったセッションと言えよ

う。ここでの内容の多くは世界スカウト会議の内容、

あるいは他の２つのセッションに重複する部分がある

ので、その部分に関しては説明を省略する。

なおここで取り上げられている多くの問題に関して

は、WOSMをはじめそれぞれの担当者からの直接の

説明があった。

＜スカウティングの戦略＞

＜１００年記念事業関係＞

＜WOSMの組織運営について＞

＜スカウティングのイメージ拡大＞

＜参加者主体のトピック＞

ここでは参加者自身（通常は国連盟単位）がディス

カッションのトピックを用意し、そのファシリテーと

の下、議論が行われた。

・WOSMにおける青年の参画（英国）

・トレーニングシステムの評価（ベルギー）

・WOSMと NSO のスカウト機構非加盟国への対応

　（エジプト）

・スカウト活動のイメージと一般社会との関係

・スカウト運動と戦略（WSB）

・スカウト運動のイメージの拡大（WSB）

・ネットワークの経験（ブラジル）

・中国へのスカウト運動の拡大（香港）

・スカウト運動と環境（豪）

・プロジェクトの資金確保と供与（チュニジア）

・スカウト精神を探る（ベルギー）

・皆に開かれた活動（ベルギー）

・大量虐殺（フランス）

・第 10回WSYF に向けた聴取（韓国）

会議関係総括

ここまで今回のユースフォーラムの中心テーマであった３つのトピックを軸にどのような事項が議題に上

がったかを記したが、ユースフォーラム期間はこのようなセッション時間に限らず多くの議論がなされていた。

とりわけ参加者の大きな関心を呼んでいたのは、やはり青年参画に関することであっと思う。欧州を中心に

青年参画は大きく進んでおり、スカウティング全般に関する欧州スカウトのレベルは非常に高い。またアフリ

カ地域ではMDGs 関連、平和構築など非常に多様なプロジェクトが、国連関係機関やNGOとの協力のもとで

既に数多く行われている。また反対に、ギフト・フォー・ピースや１００周年関係プログラムなどはまだあま

り浸透しておらず、各国とも手探りの状況の中での情報交換という感じであった。

今回、日本派遣団では事前に改めて加盟員数の変化や各種のプログラムの進捗状況など、国内のスカウト事

情の確認していったのだが、これは非常に有益であった。とりわけスカウト人口の変化やその要因の分析など

は各国とも積極的に行っており、先進国では少子化とプログラムの競争力の相対的低下が原因であることが共

通してみられた。
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第９回世界スカウトユースフォーラム

議決概要

9WSYF Japan Contingent Report

ユースアドバイザーの選出

今回から世界スカウト委員会への参席も可能になる

との予測のもと（後日の３７回世界スカウト会議にお

いて承認）、次回ユースフォーラムの準備委員兼ユー

スアドバイザー６名の選出を行った。定員６名の枠に

対し２５名の立候補者がおり、日本からも岩崎が立候

補を行ったが、選に漏れた。

ユースアドバイザーに立候補できるのはオブザー

バーではなく、代表としてフォーラムに参加している

ものであって、その任を全う出来る者、という限定

であった。立候補者には２分間のスピーチが許された

が、告知後、選挙人が精査する情報・時間が不十分で

あるとの指摘もあり、この点に関しては提案の中にも

含まれている。

　今回ユースアドバイザーに選出された者は以下の

通り（下写真、左から）。

Ange Rodrigue Aye Ake, Cote d’ Ivoire　•　 Johan 

Ekman, Finland  •  Mehdi Ben Khelil, Tunisia •　

Rodney Abson, Australia  •  John Lawlor, Ireland •　

Raymundo Tamayo, Mexico

ユースアドバイザーに立候補して

今回ユースアドバイザーに立候補して、この選挙で

はユースフォーラム以前にどれだけスカウティングに

貢献してきたかと、これからどのようなスカウティン

グを同年代のスカウトと一緒につくっていきたいのか

という、強く明確なビジョンが必要という、選挙では

当たり前のことが非常に重要であると強く感じた。

とりわけ後者のビジョンという点に関しては戦略

的、あるいは理想的なものと、それをいかに達成して

いくのかという戦術的・具体的なものがなければディ

スカッションにならないという具合です。

また事前の貢献というのは具体的な貢献、というよ

りもそれまでに一緒に仲間と何をしてきたかという点

が重要だったと感じた。フォーラムに集まっている仲

間や、彼らの仲間を通じたネットワークが重要だと感

じた。

また国内での活動経験も非常に重要であり、その意

味でも青年参画をより積極的に推進する必要があると

痛感した。　　　　　　　　　　　（岩崎 広志）
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世界スカウト委員会への提案 （Recommendation）

■提案 1■

 スカウト運動の世界機構の各地域を代表する世界ス

カウトユースフォーラムへの参加者が増えている事に

起因して、世界スカウトユースフォーラムの書類は英

語、フランス語、スペイン語、アラビア語そしてロシ

ア語で発行されるべきである。同じく、世界スカウ

トユースフォーラムは同言語での同時通訳すべきであ

る。

 書類の翻訳作業は、必要であると判断され、またそ

のリソースがある場合に各地域事務局で行うものとす

る。

―翻訳作業に掛かるコストについて議論された。日

本は、コストの問題に加え、フォーラム当日に多くの

言語が錯綜して議論が複雑化したり、通訳のいない休

憩時間などにコミュニケーションが途切れるよりは限

られた言語 ( 英語・仏語 ) を共通言語とするほうが良

いと考え、反対票を投じた。他には、多くの加盟員が

フォーラムのコンセプトを理解するためになるべく多

くの言語を使用したほうがよいなどと言う意見があっ

た。

■提案 2■

 現在のユースアドバイザーの選出過程を、事前に情

報が公開された公正なものに変更する事を提案する。

世界スカウトユースフォーラム代表者は、投票前に候

補者と会ってその人柄や能力、考えを十分に知った上

で投票できるような機会を得るべきである。

 選挙の二日前を立候補の締め切りとし、選挙の一日

前には候補者がアピールできる機会を作るのが望まし

い。

 ―日本は、このリコメンデーションのコンセプトは

重要であると考えたが、世界会議に多くのリコメン

デーションを提出する事で重要な話題が目立たなくな

ると考え、ユースアドバイザーと計画委員会の申し送

りで解決できるような問題については反対票を投じ

た。

■提案 3■

 世界スカウト委員会が各国スカウト連盟に対して、

世界スカウトフォーラムと世界スカウト会議を通じて

代表する少なくとも一人の代表者を出すよう強く働き

かけるべきである。

→ 世界スカウト委員会は各国スカウト連盟に対し

て、世界スカウトユースフォーラムと世界スカウト

会議の双方に参加する代表、少なくとも一名を出すよ

う、強く働きかけるべきである。

  ―金銭的に難しいと言う意見が出た。日本は、現実

的に難しいとしても、” recommend” することは重要

であり、全ての連盟から参加があるのが理想的だと考

え、賛成を投じた。ユースフォーラムでの経験やスキ

ルを持ち帰れば、各国スカウト連盟にも貢献できる可

能性が高まる。

■提案 4■

 世界スカウト委員会は今後の世界スカウトユース

フォーラムのなかで、世界スカウト会議に関する話題

とスカウティング一般に関する話題により多くの時間

を割り当てるようにすべきである。そうすることで、

参加者は両方の行事でより建設的な役割を果たせる。

  ―具体的にどのくらいの時間が必要かについて議論

された。日本は、事前に準備をしていれば、本フォー

ラムにおけるスカウト会議の話題提供は十分であった

と考え、反対票を投じた。他にも、期間中に話すべき

話題がたくさんあったのも理由の一つであった。

■提案 5■

 世界スカウトユースフォーラムは :

・2007 年がスカウト運動における歴史的な年

であり、

・100 周年記念はスカウティングの社会貢献

を世界的に推進する良い機会であると考え、

・1999 年と 2002 年の世界スカウト会議での

決定に基づく 100 周年記念行事の計画を実行す

るために、

次のことを提案する。

議決概要
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・世界スカウト委員会と世界スカウト事務局

が 2007 年の 100 周年記念行事推進を継続する

こと。

・各国スカウト連盟がこの機会を利用してス

カウト運動のイメージアップにつなげること。

・世界スカウト委員会、世界スカウト事務局、

各国スカウト連盟が 100 周年記念行事として行

われる全ての活動において、青年がマネジメン

トに十分参画できるようにすること。

・各国スカウト連盟は、多くの加盟員が、

第 21 回世界スカウトジャンボリーや、100 周

年記念活動、そしてスカウティングの夜明け

(scouting's sunrise celebrations ) に参加できる

ようにすること。

・各国スカウト連盟がギフトフォーピースプ

ロジェクトにおいて活動的な役割を果たすこ

と。これは、スカウト連盟の教育プログラムを

充実させ、スカウティングの平和への世界レベ

ルでの貢献に寄与する事になる。

― 100 周年記念事業及びギフトフォーピースプロ

ジェクトは既に動き出しているものであり、本案は他

の案件に対してプライオリティが低いと考えたため、

日本はそのコンセプトには賛成であるが、重要な点に

的を絞るため、反対とした。

■提案 6■

 世界スカウト委員会はスカウト運動における各国連

盟とガールガイド・ガールスカウト世界連盟の加盟

組織との協力を国際的な共同プログラムの実行を通じ

て促進させることを提案する。世界スカウト委員会は

ザ・スカウツ・オブ・ザ・ワールドプログラムにガー

ルガイド・ガールスカウト世界連盟の加盟員が参加す

ることを認めるべきである。

 - この案は、期間中を通して話し合われた事と直接的

に関わっていないため、今回の世界スカウトユース

フォーラムから世界スカウト会議へのリコメンデー

ションとしてはプライオリティが低いと考えた。ま

た、多くの NSO で既に協力関係があるという意見か

ら、反対とした。

■提案 7■

 世界スカウトユースフォーラムは

・ 世界スカウト委員会の青年参画への取り組み

は、スカウト運動がユース主導のものであるのに対し

て形式的なものであるので

 次のことを提案する

・ユースアドバイザーが世界スカウト委員会

との関連でどのような役割を持つのか、簡潔な

説明文を作り発表する任務を負うこと。

 - ユースアドバイザーの業務やスキルについて

限定的になるべきではないという意見もあった

が、ユースアドバイザーの目的や任務の内容が

明らかになれば、今後立候補し業務を遂行する

人にとっても、投票する側にとってもわかりや

すいと考え、賛成した。

■提案 8■

 世界スカウト機構と世界スカウトユースフォー

ラム及び世界スカウト会議の開催国委員会 (host 

committee) は各国が世界スカウトユースフォーラム

に代表団を派遣できるように基金を設立することを提

案する。

 この基金は世界スカウト機構と世界スカウトユー

スフォーラム及び世界スカウト会議の開催国委員会

(host committee) の間で管理される。

 

 ―これは次回世界スカウトユースフォーラム主催国

である韓国連盟が提案し、アジア太平洋地域の連盟が

話し合って連名したものであった。すでに参加費に価

格差があることや主催国に負担が掛かる事などが議論

された。主催国は基金を運営するだけで金銭的負担は

しなくても良い事になり、基金によってさらに多くの

国々から参加者が来られるようになるのは理想的だと

考え、日本は賛成した。

■提案 9■

 発展途上国が自らの発展を統制するのを助けるため

に、世界スカウト委員会は、各国連盟がミレニアム開

発目標のテーマに沿って訓練・活動できるようなツー

ルを広める事で、同目標を推進するべきである。

 - ミレニアム開発目標は本フォーラムの重要なテーマ

の一つであった。参加国の中にも、ミレニアム開発目

標に該当する問題を抱える国が多く在り、スカウト運

動は世界的なネットワークを利用して協力すべきだと

いうことで、賛成を投じた。

議決概要
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■提案 10■

・スカウト運動は、社会の中で様々な団体と

相互作用・共同しながら活動する教育運動であ

り、

・したがって世界スカウト機構と各国スカウ

ト連盟は様々な団体と連絡を取り合い、提携し

ている

ので、 

世界スカウト委員会が次のことを推進するべ

きである。

・青年が、世界的な組織・非政府組織として

の世界スカウト機構を代表して参画すること。

・各国スカウト連盟が若い加盟員に、国際機

関や政府の国内・地域支部へのスカウトの代表

者となる事を奨励すること。

・そして代表となる青年を各国スカウト連盟

で訓練すること。

・世界スカウト機構が新しいプログラムやプ

ロジェクトの企画・実行・管理のためにユース

コーディネーターを指名すること。

・上記のような職務を受ける青年は各国スカ

ウト連盟への募集に応じた候補者から選出され

ること。

 ―政治的な問題に絡まないように気をつけなければ

いけない。様々な問題に取り組む団体の途上国にとっ

ては協力を強化するためにも有効である、と言った意

見が出された。スカウト運動がスカウトだけのもので

はなく社会に向けたものである事から、他の特長やス

キルを持つ組織と協力して活動する事は良い影響をも

たらすと考え、賛成とした。

 

■提案 11■

・世界スカウトユースフォーラムへの参加者

を増加させる事は世界スカウト機構の課題の一

つであり、

・これは世界のスカウティングの多様性を反

映し、世界スカウトユースフォーラムの正当性

を強化することになる。

・世界スカウトユースフォーラムの目的は各

国スカウト連盟と世界スカウト機構での青年参

画を進展させる事であり、

・また、この場は青年を訓練する場であって、

この機会はできる限り多くの人に開かれるべき

である。

と世界スカウトユースフォーラムは考えるので、

次のことを提案する。

・世界スカウト委員会はより多くの青年に世

界スカウトユースフォーラムの重要性と価値を

伝える様努め、各国スカウト連盟がフォーラム

での経験から得られる恩恵を受けられるように

推進すること。

 - そのとおりだと考え、賛成票を投じた。

■提案 12■

世界スカウト委員会はニーズのある国で奉仕が行わ

れるように国際ボランティア交換プログラムを作る事

を考えるべきである。また、ザ・スカウツ・オブ・ザ・

ワールドプログラムが引き続き強力なサポートを得る

ようにすべきである。

 ―国際協力プログラムは、参加する側も何らかの成

長が見込め、また仲間としてニーズ ( 今回のフォーラ

ムでは、他の地域・国では様々な課題を抱えており、

それに取り組むスカウトが大勢いる事がわかった ) の

有る場所で奉仕するのは望ましい事なので、日本は賛

成した。

■提案 13■

 世界スカウト委員会は旅費を考慮して世界行事の参

加費を見直すべきである。

 - 既に参加費には較差がつけられている上、次回から

は基金が設立される予定であり、旅費を考慮すれば、

公平さをはかるのがますます難しくなり、キリがない

ので反対とした。

■提案 14■

 第九回世界スカウトユースフォーラムは

・スカウト教育法やおきて、そして教育原理

において自然環境が大切なものである事を断言

する。

・世界中の全ての地域で環境問題に直面して

いるが「、青少年がそれを緩和する役割を担え

る。

・さらにはミレニアム開発目標にも言及され

ており、

・世界スカウト機構と国連環境計画の覚書を

歓迎して、

議決概要
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 各国スカウト連盟が全ての世代に対する環境教育プ

ログラムを発展させるようさらに努力することを提案

する。これは、ザ・スカウツ・オブ・ザ・ワールドプ

ログラムの促進や CENES(Scout Centers of Excellence 

for Nature and Environment) プログラムの再活性化

や、環境保護バッジ実行の再検討を含む。

 

 ―持続可能な生活を送るために自然環境は不可欠で

あり、スカウティングのフィールドとしても自然環境

問題に取り組む事は当然であると考えられる一方、具

体的な環境教育のプログラムはまだ十分に確立されて

いないと感じられるので、賛成を投じた。

■提案 15■

   第九回世界スカウトユースフォーラムは

・スカウト教育法やおきて、そして教育原理

において自然環境が大切なものである事を断言

する。

・世界中の全ての地域で環境問題に直面して

いるが「、青少年がそれを緩和する役割を担え

る。

・さらにはミレニアム開発目標にも言及され

ており、

・世界スカウト機構と国連環境計画の覚書を

歓迎して、

    各国スカウト連盟がユースプログラムにおける環

境教育を進展できるように、世界スカウト委員会は新

しい資源とトレーニング資料を開発するタスクグルー

プを設置する事を提案する。世界スカウト事務局の教

育と研究開発にかんする部門がこのタスクチームをサ

ポートする。

   

―提案 14と同じく、賛成した。

■提案 16■

 第 9回世界スカウトユースフォーラムは

・第 35回世界スカウト会議で青年参画がスカ

ウト運動の戦略優先事項の第一位に決定された

こと

・ユースアドバイザーのシステムは青年参画

のための最良の方法ではなく、戦略第一優先事

項を達成するためには更なる強化が重要である

こと

・世界スカウトユースフォーラムのガイドラ

インで強調されているように、必要に応じてユー

スアドバイザーと世界スカウト委員の定期的な

対話が重要であること、

・ユースアドバイザーに提案をする機会を与

える事は、世界スカウト委員が世界スカウト機

構の青少年加盟員についてより考慮することを

可能にすること

・しかしながら、現状ではユースアドバイザー

は世界スカウト委員会議には委員が求めた時の

み招かれること

 を考え合わせ、世界レベルの意思決定においてさら

なる青年参画が促進されるように、世界スカウト委員

会により以下の提案が実行される事を強く求める。

第 9回世界スカウトユースフォーラムは世界スカ

ウト委員会に対し、以下を提案する。

・ユースアドバイザーが全ての世界スカウト

委員会議に発言と提案が可能な形で出席できる

ようにすること。

・ユースアドバイザーか、公正な方法で選出

された適切な青年を現在又は将来存在するワー

クストリームや小委員会に参画できるようにす

ること。

・世界スカウト委員会と世界スカウトユース

フォーラムの対話を実現できるだけの委員を、

世界スカウトユースフォーラムに出席させるこ

と。

・ユースアドバイザーが定期的に会合を行い、

その期間中の生活が賄えるだけの十分な予算を

提供する事。

―特に滞在中の生活費負担については活発な議論が

為されたが、ユース及びユースアドバイザーがスカウ

ト機構の中でより活発に、そしてより効果的に活動で

きる環境を作る事が必要だと考え、日本はこれらに賛

成した。

議決概要
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投票に関して

―世界スカウトユースフォーラムにおいて、投票を

重ねるうちに、フォーラムのはじめに行われた手続き

事項承認の時点では気づかなかった議決方法の弱点

を発見したので報告する。

1. 提案の投票システムについて

投票手続きは

・どの提案も、全てスカウト運動の発展のた

めの案であり、案を提出しさえすれば過半数の

賛同を得て可決されることがほとんどである。

・提案の内容が、フォーラムのテーマと直接

関係のないものにまで及んだ。

という状況であった。必要な事項は全て会議に提案

するのも悪くはないが、重要な提案が目立ち難い。

 これを改善するためには

・投票者の三分の二以上の賛成を可決とする。

・投票を棄権できるようにし、棄権者が多い

場合には可決としない。

などの方法がある。

2. アウトプットの出し方について

     今回参加者が積極的に参加した提案には、フォー

ラムのワークショップを反映して今後のガバナンスに

ついて提案する ( しかし、すべてのワークショップか

ら提案されたわけではなく、ない様にムラがあった )

ものから、今後のフォーラムの細かい時間配分に至る

まで様々な内容のものが含まれていて煩雑であった。

これを解決するために

・世界スカウト会議への提案の主旨を、参加

者の間で共有し、目的に沿った提案を採決する。

・世界スカウト会議への提案を、ガバナンス

に関するものと次回以降ユースフォーラムに関

するものに分割する。もしくは、ユースフォー

ラムとしてのの結論・宣言と、会議への提案に

分割する。

などの工夫が必要であると感じた。

3. 提案の議論・採決過程について

  さらに、提案を議論するのに際して、( 特に修正案

に関して ) 十分に吟味する間もなく投票に移ってし

まったので、

・出来るだけ早い段階での提案 ( 素案 ) の配布

・提案者によるバックグラウンドの説明

・二階のオブザーバーが議論に参加しやすい

雰囲気での、十分な議論

   を可能にする十分な時間配分が必要であった。これ

は、前日の午後をエクスカーションにして議題を持た

ないようにし、早めに提案を締め切ることで可能にな

るのではないだろうか。

投票システムに関して

議決概要
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第９回世界スカウトユースフォーラム

派遣員所感
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「世界フォーラムで考えたスカウティングの将来」　　岩崎 広志 （北海道）

今回初めて世界レベルのスカウト行事に参加させて

いただく機会を得た。チュニジアでのフォーラム・会

議と続いた２週間は自分のスカウティングに対するイ

メージを広げ、そしてまたクリアにしてくれた。

ところで唐突ではあるがこれを読んでいるあなた自

身が「スカウト活動ってなに？」と友人に聞かれたと

きに一言で答えられるだろうか。恐らくこの答えは十

人十色だと思うが、一言でスカウト運動を説明するの

は難しいと感じるのではないだろうか。

そのスカウト運動は２００７年で１００周年を迎

える。今この瞬間も世界中で様々な活動が行われてい

る。しかし不幸にも先進国を中心とした多くの国でそ

の加盟員数が減少傾向にある。

そんななかイギリスのスカウトはこの傾向に歯止め

がかかったそうだ。これは一言でいえば今回の討議の

内容にもあった「スカウティングのイメージ」が向上

されたことにあるのではないかと思う。流行りの言葉

でいえばブランディングと言ったところだろうか。

スカウト運動とは何を目的にどんな活動を行ってい

るのか、このことをしっかりと社会に認知してもらう

ことが、今後様々なリソースを確保していく上で非常

に重要なのではないかと思う。

しかし認知に必要なのは TVスポットを流すとか、

パンフレットをばらまくとか、中吊り広告を出すと

か、そういった派手な広告が必要なのではないのだと

思う。むしろ全国各地のスカウトが、それぞれの地元

で顔の見える活動を展開していくことが、スカウト運

動への理解を高める第一歩なのではないかと思う。

その意味で、スカウトの活動が町内会や行政、加盟

員登録をしていない青少年なども巻き込んで様々なこ

とを成し遂げていくことが重要なのではないだろう

か。その意味で現在国連が主導しているMDGに世界

スカウト機構が協力していくというのは非常に有意義

なのではないだろうか。

MDGというのは従来国家・政策レベルで考えられ

がちだった諸々の問題を、より人々に近いレベルで考

える取り組みである。その際、より多くの顔が見える

関係がなければ目標達成への道のりは遠くなる。その

意味で世界中に広がるスカウトのネットワークは極め

て有効だろう。アフリカで、南米で、そしてアジアで

自分たちの仲間が何をしているか想像するだけでも興

味深い。

ここでのキーワードの一つは対話、である。ICT の

発達により会話をする機会が減っているが、やはり対

面で何かをすることは極めて重要な意味があろう。そ

の意味でフィールドに出て活動するスカウティングは

対話の原点の一つでもあるのではないだろうか。つま

りスカウト運動を支えているのは原隊の活動とそこに

携わるスカウトたちなのだ。

そのような原隊レベルでの活動を続けていくのに必

要なのはやはり優秀な指導者であろう。今後もより質

の高い活動を維持していくにはカブ時代の組長やボー

イでの班長、上級班長、そしてローバー年代になって

副長、そして隊長へと小グループの民主主義の階段を

上っていくスカウト教育法の実践であろう。近年青年

参画が声高に叫ばれているが、青年参画とは要は班制

度の実施を当たり前にしているだけなのではないかと

思う。その意味でぜひ、地区や県、そして日本連盟レ

ベルで多くの優秀な指導者育成への理解を頂きたいと

思う。

最後に我々スカウトの可能性について触れておきた

い。近年環境問題など、多くの世界規模の問題が叫ば

れている。これらの問題の多くは「自分だけが何か

しても ...」という疑問を呼ぶような規模の大きなもの

だ。しかし同時に「自分がしなければ始まらないので

はないか」というジレンマを生む。そこで考えてほし

いのが自分がスカウトであるということだ。世界中で

２６００万人ものスカウトが同時に行動すればどれだ

けのインパクトがあるか。

何事も日々の善行、自分に今何が出来るのか考え、

出来ることから実行していかねばならないのであろ

う。
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「世界スカウトユースフォーラムに参加して」　　　　　　梅本 誠子 （愛知）

チュニジアは、地中海を望むリゾートでした。しか

し私たちユースフォーラムの参加者は、そちらにあま

り気を取られる事なく、多くの時間をフォーラムに集

中しました。それでも足りなかったぐらいです。今回

のフォーラムのテーマは、全ての人にとって身近であ

り、さらに新しい視点が得られるという点で、とても

良かったと思います。同時に、私たちが今後長い時間

をかけて取り組んでいかなければいけない共通の問題

でもありました。普段テレビや本でしか目にしない課

題を挙げる参加者がいて、それを仲間の取り組む問題

として身近に感じるようになりました。一方では、日

本の社会や若者が考える課題について、他の参加者と

共有したり新しい視点を得る事が出来ました。

参加者やゲストからのプレゼンテーションや、全体

でのディスカッションでも、多くの新しい情報を得る

ことができましたが、特に、ワークショップを使った

セッションでは、自分の興味のある問題を選択して、

少人数で行った為より深く考える事ができました。参

加者全員が主体的に参加し、お互いの抱える課題につ

いて、具体的に貢献しあう事が出来たと思います。

休憩時間中も、お互いの経験や、スカウトとしての

活動をシェアする有意義な時間でした。各国からの参

加者はそれぞれのフィールドで活躍する魅力的な人た

ちばかりでした。こうして準備やディスカッションだ

けでなく、期間中全体を通して色々な話を聞く中で、

日本のこと、今後のスカウティング (全体 )の方向性、

延いては自分についても今まで知らなかった・気づか

なかった事が色々と見えてきました。これから、チュ

ニジアで得た新しい視点を、日本の仲間に伝え、活用

していく事が私の課題です。

今回のユースフォーラムは、今迄で最多の参加者

数となりました。しかし同時に、私たち参加者が夜

のイベントやアイスブレイクで感じた” solidarity” も

最高のものだったと思います。そして次回は参加数

も solidarity もより大きくなる気がします。今の段階

では、国際レベルでニーズに応じていくつもプロジェ

クト案を作って実行する事は難しいですが、問題も経

験も分かち合う事で、今後私たちがフォーラムで話し

合ったような問題は色々な機会を通じて解決の方向に

向かうのではないかと感じました。スカウト運動の“グ

ローバル “という特長が、これからますます活用され

る時代が来ると思います。

最後になりましたが、私に一緒に参加してくれた日

本のユース参加者のみんな、機会を与えてくださった

皆様、ありがとうございました。
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チュニジア・・・。派遣に応募するまでは、恥ず

かしながら「サッカーで日本と対戦した」というこ

としか知らず、場所も国についても知識が何もなかっ

た。そして全国各地の県連盟から集まるメンバーも他

の派遣や受験などもありそれぞれが忙しいようで、事

前に数回会って理解を深めることはできたが、それで

も全員というわけではなく、また個人のモチベーショ

ン、派遣動機も異なり、初めはメンバーの意見、気持

ちもバラバラであった。

 しかし、事前集会を重ねていくうちに調和も取れ、

個人の意見を大切にしながら海外のスカウティング

をみて、良いもの、を持ち帰ってこよう ! という考え

になった。どのような理由であれ、選ばれて派遣に参

加できるのだから、これからのスカウティング活動の

発展、そしてユースへとつながるようにたくさん持ち

帰ろう、と。

 フォーラムではユースアドバイザーが中心となり、

セッションやワークショップを進めていった。同世

代の彼らはとてもたくましく、まぶしく、2007 年

の APR 会議にむけて良いものが色々発見できた。ま

た、派遣前から多くの人に心配された英語力。ワーク

ショップ 1では戸惑ったものの、人数を細かく分け

てディスカッションをした 2からは自分の考えや体

験談を伝えることができた ( と思う・・・。) 以前、

他の派遣で「笑顔是世界共通的言語」だなぁと実感し

ていたが、英語を母国語としている人の前ではもっと

力があれば、と痛感した。笑顔ももちろん絶やさない

ことは目標で、それだけは実行された。そしてチュニ

ジア食とも気の合った私は、おなかもそこまで壊さず

健康で過ごすことができた。

それから招致活動、日本紹介も法被や浴衣、誘致 T

シャツ等の衣装を着たり、短時間のロビー活動や国の

出し物で「日本」を表せた。特に、ステージで 5人

で UFO を踊ったことは忘れがたい。直前集会に夜中

の 3時まで練習した甲斐があった・・・。もちろん

自分たちをアピールするだけではなく、相手の国を知

ることも忘れなかった。

 「そんなものいるわけないじゃない !」と大笑いされ

た雨具とヘッドライト。無念にも日本連盟に置いて

いったものが使うだろう事になるなんて・・・と悔や

んだキャンプ。役所や町並みを見ることができ、生の

チュニジアを感じれた 2日間であった。その国を知

るには、やはり町並みを見るのが一番であろう。彼ら

の生活が垣間見えておもしろかった。

 そして日本の招致をかけた運命の世界会議がはじま

る。日本でジャンボリーをしたい、日本に投票して

ほしい ! そんな強い気持ちのもと、キャンペーン活動

を行った。やるからには勝ちたい、そんな思いもあっ

た。結果はどうであれ、貴重な体験をさせていただい

た。あんな大勢の前でスピーチをし、よさこいソーラ

ンを踊るなんて ! 二度とないであろう。

練習のたびに筋肉痛になり、どんなに辛かった

か、、、。

今回得た多くのものの中で、印象深いものはスカウ

ティングならではの財産、「海外の友達」だ。一週間

以上共に生活した海外の仲間は、私にたくさんのこと

を教えてくれた。伝統的な踊りや歌にはじまり、それ

ぞれの国でのスカウティング、今後への希望、文化の

違い、夢、そして情熱。彼らとも協力してこれからの

日本、そして多くの青年たちのために今後とも活動し

ていきたい、と強く思った。

「フォーラム＋会議の感想 ?!」　　　　　　　　　　　　　　寺沢 美佳 （東京）
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■派遣の動機

この世界スカウトユースフォーラムは各国のスカ

ウトが一堂に会する 3年に一度の数少ない機会であ

る。派遣直前に開催されるローバームートへの参加も

通じて、同年代の仲間の意見を聞き、世界フォーラム

に活かしたいと考えた。

また、世界スカウトジャンボリーの日本誘致につい

ても、事前にメンバー同士で緊密に連絡し準備を進め

ていくことで、是非とも日本での開催を実現させたい

と思った。

■世界ユースフォーラム

現在の社会問題やスカウティングに対するテー

マ、例えば「ジェネレーションギャップ」、「貧困飢餓

の撲滅」、「エコスカウティング」などについてグルー

プ毎に話し合った。

「ジェネレーションギャップ」についてのディス

カッションでは、ギャップを埋めるためには相互理

解、相互尊重などが重要であることが話し合われた。

例えば、ある国では文化伝統の継承における価値間の

違いや、同じ活動に参加する機会が少ないことなどが

その一因となっているようだった。私自身、日頃年長

者との間に価値観などの違い基づく、意見の食い違い

などを感じることはあったが、自らその溝を埋める努

力をしていないかった事を改めて認識した。両者が真

に理解しあうためには、互いに話し合う場を積極的に

設けていく事が重要であると言う結論に至った。

「貧困飢餓」については国により社会事情が違うも

のの、天候に左右されて農作物が安定して生産できな

いこと、生産できても国内の販売流通経路が満足に整

備されていないこと、又輸出しようとしても相手国の

関税が高く販路拡大の障害となっている

ことなどが挙げられた。これらの問題を解決するた

め、途上国と先進国の連盟同士の協力や、貧困問題に

ついて関心や知見を持っている若年層のスカウトが

意思決定の場に参加する必要があり、そのためには今

回のような世界スカウトユースフォーラム等の開催

が重要であると感じた。 

■帰国後

このユースフォーラムでの経験から、参加各国の

スカウトとの情報交換を今後も継続して、スカウティ

ングの情報を広めていきたいと思う。 また、私が参加

したフォーラムで印象深かった「ジェネレーション

ギャップ」については、コミュニケーションを十分に

図っていくことで相互理解を深めていこうと思う。 世

界の同世代のスカウトと生活し、文化習慣の相違を越

えて理解し合えるこの派遣に参加する機会を与えて

いただいたことに感謝しています。

「派遣報告」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋口 信介 （岐阜）
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 今回、参加するにあたって第 9回世界スカウトユー

スフォーラムに向け目標を立てた。それは、これから

のローバーで活動していくための第一歩を踏むこと

である。ベンチャーとしての活動を終え、これからの

活動範囲を広げていくため、一個人としてスカウト活

動を進めていくために、今回の派遣は鍵をにぎってい

た。今までローバースカウトとしてプロジェクトを立

てたこともなく、自分自身ローバースカウトの自覚も

薄く、ローバー活動への理解が少なかった。そのため、

今回の派遣は、日本のすばらしい代表スカウトと共に

参加できること、現在の日本スカウト活動を知ること

が可能なこと、世界スカウトからじかに活動内容や意

見を聞くことが可能なこと等から、とても良い機会と

なった。だが、実際に参加して、問題点があがった。

それは、今まで今回のユースフォーラムの議題にあう

活動やプロジェクトを立てたことがなく、知識の差が

生じてしまい、ほとんどが話し合いというより、聞く

ことの一方的行動になってしまったことである。この

問題は、私のようにローバー活動への理解と経験が薄

いためだけに生じたものではないと思う。今回の議題

は、段階を踏む形で理解しやすいようになっていた。

しかし、話し合いのメンバーの中で、専攻して勉強し

ている人とただ興味本位で参加した人では話のポイン

トに差があり、話し合いをもっと充実したものにでき

たはずが、専攻して勉強している人の意見でまとまっ

ていた。このような問題が生じないためには、まずで

きる限りの知識と事前に話し合いの進行方法を知るこ

とが必要であると考えられる。話し合いに参加するに

あたって知識がゼロであると話し合いについていくこ

とは難しい、事前に進行方法を知ることができれば、

どの時にどのようなことを話せばよいか分かり言語力

や知識が少なくとも準備可能である。このように準備

がどれだけ大切であるかを、再度確認することができ

た。

今回の派遣で私は、小さくではあるがローバー活動

への第一歩を踏み出せたと思う。話し合いの中での第

一歩もあるが、一番大きな第一歩は良き先輩や指導者

にお世話になり、いろいろなアドバイスをいただけた

おかげである。文面では書き表せないが、このほかの

派遣で学んだことを、これからの活動に活かしていき

たい。

「第９回世界スカウトユースフォーラム 総括」　　　　　　中野 恵 （愛媛）
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