平成 30 年度大阪連盟海外派遣事業

AUSTRALIAN
HIGH ADVENTURE CAMP
募 集 要 項
目

的

大阪連盟から選抜されたスカウトをオーストラリアに派遣して、広大な自然の中でキャンプ
をすることにより、国際的な視野と知識、技能、国際感覚を身に付けて、活動的で自立した
スカウトとなって地域社会や国際社会で自発的に行動する契機とするため。

名

称

平成30年度大阪連盟海外派遣事業

『2019 オーストラリア ハイアドベンチャーキャンプ』
事業の概要

オーストラリアスカウト連盟クィーンズランド支部（Scouts Australia Queensland
Branch）と協力してブリスベン周辺のキャンプ場をいくつか回り、以下のプログラム
を実施する。
（１） 参加スカウトが自ら企画した冒険旅行。
（２） オーストラリアのスカウトと交流する合同キャンプ。

予定期間

平成 31 年３月２2 日（金）～4 月 1 日（月）11 日間

人

大阪連盟に加盟登録のあるボーイスカウト・ベンチャースカウト 合計 24 名
（但し、ボーイスカウトは、派遣スカウトの１/4 以内）
隊指導者及び本部スタッフ（ユース含む）8 人 合計３２人

員

参 加 費

参加費 270,000 円
内訳：準備訓練費、渡航費、派遣国内移動費、派遣国内活動費（食費含む）
※参加内定時に 50,000 円、渡航費が決定した時点で残額を徴収する。
※パスポート取得費用・服装・備品、派遣期間中の小遣いは各自の負担となる。

タイムラムキャンプ場のゲート

B.P.パークキャンプ場のファイアベース

日程
大阪出発：３月 22 日 夕刻・関西国際空港出発
３月 23 日 午後・ブリスベン国際空港到着
帰 国 ：4 月 1 日 早朝・ブリスベン国際空港出発
同日 夕刻・関西国際空港到着
詳細は以下の通りである。

↑（ブラウンシー水上活動センター）
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応募資格
【スカウト】

応募者は、次の各項の要件を満たしていること。
① 派遣時に中学 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で、菊章以上の進級章を
取得している者。
② 技能章「世界友情章」を取得しているか取得するよう努力している者。
③ 大阪連盟を代表するスカウトとして規律ある行動をとれる者。
④ スカウト運動に積極的に参加しており、帰国後も模範的な役割をする者。

【指 導 者】
① 派遣隊指導者を希望する者は、本事業の目的に従って隊を引率するにふさわしい者であり、
かつ、原則としてその指導者は隊指導者基礎訓練課程（ウッドバッジ研修所）を修了した者。
但し、隊長はＢＳ部門又はＶＳ部門の隊指導者基礎訓練課程（ウッドバッジ研修所）を修了した者。
② 派遣団本部スタッフを希望する者は、本事業の目的に従って派遣団を運営するにふさわしい者
であり、かつ、隊指導者基礎訓練課程（ウッドバッジ研修所）修了した者が望ましい。

冒険旅行と事前・事後集会
・ 参加スカウトには、派遣期間中にユニットを編成して 2 泊３日の冒険旅行を実施してもらう。
現地でどのような冒険活動を展開したいのかの希望項目を列挙し、応募の際に冒険旅行展開希望項目書
に記入して提出すること。現地では定められたエリア（３～４か所）での活動を展開します。ただし、
現地の事情等により実施できないこともありますのでご了承ください。プログラムの実施については
安全に留意し現地の担当者の指導・支援のもとに実施します。
・ 内定後に事前集会（スキルやコミュニケーション､安全に関する数回のチームミーティング）、
派遣後に事後集会（1 回）が実施予定である。必ず参加すること。
参加申込 上記の要件を満たす参加希望者は所属団の推薦を受け、下記の書類を所属地区の指定する期日までに
所属地区に申し込む。
① 海外派遣参加申込書（スカウト・指導者別に所定の用紙）
② 冒険旅行展開希望項目書（スカウトのみ・所定の用紙）
③ 海外派遣健康調査書（所定の用紙）
参加申込手続
・大阪連盟への推薦 ：平成 30 年 10 月 20 日
・派遣員の選考

：平成 30 年 10 月下旬
↑（ホイール･オブ･プリスベン）

2019 オーストラリアハイアドベンチャーキャンプ
募集要項

冒険旅行編

2019 年 3 月に実施される大阪連盟オーストラリア派遣では、派遣期間内に 2 泊 3 日の
冒険旅行を実施します。冒険旅行は参加者のニーズのもと、参加者自身で企画・計画・実施
して頂きます。そこで、以下の条件を満たす冒険旅行を立案して、冒険旅行展開希望項目書
(所定の用紙)に記入し、海外派遣申込書に添えて提出してください。冒険旅行の予算は派遣
隊から最大 2 万円程度を支給しますが、超過分は自己負担となります。それもふまえた上
で、企画してください。
冒険旅行展開希望項目書の内容も選考の一部と致します。大阪連盟面接において、冒険旅
行展開希望項目書に関する質問も行います。しっかりと準備しておいてください。
読んでいてワクワクする冒険旅行展開希望項目書の提出を期待致します。
冒険旅行の条件
1. 2 泊 3 日で完結すること。
2. 4～6 名のメンバーで行うことを想定として企画すること。
3. 派遣団本部を出発し、2 日後に派遣団本部に帰還できること。
4. 基本ベースキャンプからの移動は公共交通機関（電車、バス）、車（タクシー）で移
動になります。
5. 冒険旅行の一部の区間(とある出発地からとある目的地まで)の移動手段に、動力のあ
るものを使用しないこと(徒歩、自転車、イカダなどを利用する)。
6. 設定区間は次の３か所とする。※なお、冒険旅行中の野営・舎営は問いません。
＊BP パークキャンプ場→ Baden Powel Park Scout Campsite, Samford
＊タイムラムキャンプ場→ Tyamolum Scout Campsite, Mount Crosby
＊カリンガルキャンプ場→ Karingal Scout Campsite, Mount Cotton

上記キャンプサイトは Google などで検索可能です。（英語版）
※実施については事前訓練で各グループが相談し行程を確定していきます。

補足資料

〔Karingal Scout Campsite〕 カリンガルキャンプ場 ＜派遣団本部設置サイト＞
・ブリスベン市内から南西に26km、車で30分の場所にある。
BPパークキャンプ場に匹敵する100haの広い敷地は自然の
起伏に富んでいる。カンガルーやワラビーが出没する。・
Cooinda と名付けられたメインの施設には、64人が収容で
きる宿泊室が並び、厨房とホール、屋根付きのシェルターなど
がゆったりと配置されている。・このサイトは傾斜があり階段
上に作られている。一段下がったエリアにはトイレとシャワー
があるが、その前のスペースにテントが張れる。・フィールド
アスレチックがある。・キャンプ場の奥まったところに大小２つの池があり、水遊びやカヌー、パドル
ボート、いかだ作りなどが楽しめる。

〔Baden Powell Park Scout Campsite 〕ＢＰパークキャンプ場
・ブリスベン中心部より車で30分、150エーカー敷地の大部
分は森林で、その中に９区画のキャンプグランドと、宿泊、活
動、研修ができる施設、設備がある。ハイキングコースあり。
・10人程度を収容できるロッジが５～６棟、集会や活動に使
用できる大小の会議室があり、wi-hiが使用できる区画もある。
活動エリアにはプール、クライミング塔、無線室（要資格）、
ファイア場がある。クイーンズランドのスカウティングの歴史
を展示するミュージアムもある。・野営の資材、炊具、工具が借りられる（いずれも有料）。・買い物
の場所までは２キロ先とのこと。・野生のコアラを見られるらしい。

〔Tyamolum Scout Campsite〕タイムラムキャンプ場
・ブリスベン市内から西へ20キロ(車で30分)で広大な森林に囲ま
れた中にあり、モギル森林保護区域に隣接して、静かで自然が豊か
なキャンプ場。（時折ワラビーやカンガルーが木の間を渡り歩くの
を目にすることができるらしい。）・宿舎（Pack Shelter）は６
人用ないし４人用の６つの部屋に、34人が収容でき、電気、ガス、
什器の完備した厨房と広いホール、トイレ、シャワーがある。屋外
のBBQコンロの他に、移動式のガスのコンロもある。・テントサ
イト（Long Flat）は池のそばと、そこから山道を上ったところの
２ヶ所にある。・このキャンプ場は森林保護公園（Moggil Regional Park：55ha）に隣接しており、
公園内のトレッキングが楽しめる。ここでのプログラムには事前に読図とコンパスワークを十分に練習
しておく必要がある。スカウトの進歩に応じて短い距離から長い距離まで、いろいろなコースに地元の
多くのスカウトが挑戦しており、競技会なども開催されている。

