
ABOUT THE EVENT 

未来につながる 
コネクションをオンラインで！ 
ボーイスカウト日本連盟では、全国ローバースカウト会
議（RCJ）の主催により、11月23日（火・祝）から28
日（日）にかけて日本連盟に加盟のあるローバースカウ
トおよび同年代指導者を主な対象とした大会「RCJ X」
をオンラインで開催いたします。 
RCJ事業最長の6日間の大会期間の中で、多くの体験と交
流、学びが、みなさまを待っています。コロナ後の未来
につながる、スカウトとスカウトの「コネクション」を
この機会に作りませんか？ 
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。 
 

　主催：　公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 
　主管：　全国ローバースカウト会議　運営委員会 
　運営：　RCJ X実行委員会 

EVENT NAME 

大会名　　：　RCJ X 
RCJが今年度で10年目であることからローマ数字の10で
ある”X”を使用し、XをTenと読みます。本大会が今まで
にない様々な可能性を秘めた大会であり、この要素を未
知数の”X”として表しています。 
またＸは「交差する・超える」等の意味があるTransの
略語でもあります。RCJ構成員同士やゲスト参加者、社
会と交わる機会を提供し、地域を超えたスカウト活動を
していくという意味も込めています。 

EVENT THEME 

大会テーマ：　Hello, World! 
パソコン、スマホを開くことから始まる、誰も経験した
ことのないオンライン大会であるRCJ Xにおいて、参加
者はみな平等に新たな世界に開かれています。オンライ
ンであり、多様な参加者がいるからこそ、最初の一言
「Hello」を大切にしたいという想いをこめて、テーマに 
含めました。また、RCJ Xへの参加を通して参加者1人
ひとりに新たな世界を見つけ、踏み出して欲しいという
想いと、ポストコロナという新たな世界に向かっていく
意味をこめて、そして全ての参加者が自らの手で

Creating a Better Worldに向かって欲しいという意味を
こめて「World」という言葉を入れています。 

EVENT DATE 

大会期間 
2021年 11月 23日（火・祝）～28日（日）6日間 

EVENT FEE 

大会参加費 
参加費は、4,000円。 

記念品（参加章）、オンラインサービス費、プログラム
費、資料、運営費等が含まれます。通信料やデバイス等
の機器に必要な費用は参加者の負担となります。 

PROGRAMME 

大会プログラム 
大会期間中は、参加者が自宅やその周辺で実施できるプ
ログラムを展開します。メインプログラムは以下の4部類
です。また全体行事として、開会式、閉会式、ウェルカ
ムナイト、インターナショナルナイトの4つを行いま
す。 

野外活動系： 
個人で、かつ自宅や自宅周辺で実施可能な、
運動・野外活動プログラム。 

奉仕系： 
地域や環境が抱える問題を認識して行われ
る、個人でできる奉仕活動系プログラム。 

開発系： 
フォーラムやディスカッションなど、教育的
要素や自己開発的要素を含んだプログラム。 

交流系： 
参加者自身やチームの紹介など、参加者同士
での交流を促すプログラム。 
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メインプログラム 
早朝・午前・午後・夜間の時間帯で「メインプログラム」
を実施します。 

早朝プログラム：瞑想やウォーキングなど、1日の始
まりを意識した活動を展開 

午前・午後プログラム：ハイキングや地域奉仕な
ど、実際に体を動かす活動を実施 

夜プログラム：参加者同士の交流や、活動の活性化
を促すプログラムの提供 

以上のような内容で予定しており、自身が興味のあるプ
ログラムに自由に参加することができます。 

大会期間外の活動 
本大会では、大会期間内だけでなく、大会前後の期間で
もプログラムの実施を予定しています。 
参加者全員による環境問題への取り組みや、参加者共通
の目標へ向かった野外活動の実施に向けて準備を進めて
います。参加者が長期的に参加できる形態を目指しま
す。 

コミュニティ空間 
オンラインツールを活用し、参加者が自由に交流できる
バーチャル空間を開設する予定です。 
全国から集まったスカウトが、和気あいあいとコミュニ 

ケーションを取ったり、自発的にイベントを開催できる
空間を目指します。 

TEAM 

チームについて 
RCJ Xでは、大会参加にあたって4人からなるチームを
編成します。大会期間中はチーム単位で参加できるプロ
グラムや、チーム対抗でポイント競争ができるようなイ
ベントを開催する予定です。 
加えて本大会では、希望するチームメンバー4人で一緒
に申し込める「チーム申込」を新たに導入します。ま
た、RCJ Xをきっかけに新たな友達と出逢い、チーム活
動を通して仲良くなりたい方向けに、個人申込も行って
おります。 
詳細は3ページ「申込について」をご覧ください。 

SCHEDULE 

大会スケジュール 
現時点でのスケジュールは以下の通りです。今後変更の
可能性があります。 
なお、27日（土）はインターナショナルデイとして海外
スカウトが、28日（日）はベンチャースカウトデイとし
てベンチャースカウトが参加する予定です。 

　注：こちらのスケジュールは2021年8月現在のものです。今後変更の可能性があります。 
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23日（火） 24日（水） 25日（木） 26日（金） 27日（土） 28日（日）

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6

インター 
ナショナルデイ

ベンチャー 
スカウトデイ

06:00-08:00
早朝 

プログラム
早朝 

プログラム

09:00-12:00
午前 

プログラム
午前 

プログラム

13:00-14:00 開会式

午後 
プログラム

午後 
プログラム

14:00-15:00

午後 
プログラム

（平日の午前午後はプログラムを行いません。）

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00 閉会式

19:00-21:00
夜 

プログラム
ウェルカムナイト

夜 
プログラム

夜 
プログラム

インター 
ナショナル 
ナイト
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ELIGIBILITY 

参加区分と資格 
それぞれの区分の参加者は、参加資格のすべてを満たしている必要があります。 

ガールスカウトの申込について 
ガールスカウトとして大会参加を希望される方は、ガールスカウト日本連盟からの情報発信をお待ちください。ガール
スカウト日本連盟から参加の承認を得たのち、申込が可能（Google form記入可能）となります。 

TEAM APPLICATION 

チーム申込について 
本大会では参加者4人で一緒に申し込める「チーム申込」が可能です。チームは上記の「参加区分」から編成することが
でき、複数の区分を含むことが可能です。県内外を問わず、知り合い4人のスカウト（RS・指導者）で申し込めるだけ
でなく、大学ローバースに所属する3人（RS・指導者）と友達1人（一般）の計4人で申し込んだり、ボーイスカウト2
人、ガールスカウト2人の計4人で申し込むことも可能です。ただし、チームには代表者を1人設ける必要があり、代表
者の区分は参加資格を満たすローバースカウトおよび同年代指導者である必要があります。 

チーム申込の際は、まずは4人で連絡をとりチームの代表者を決めてください。その後、チーム申込用のGoogle formに
4人それぞれが記入をしてください。Google form提出後、自身のメールアドレスにPDFの参加申込書が届きますので、
メールに従い、所属団の隊長へ申し出てください。申込プロセスについては、4ページの図を参考にしてください。 

INDIVIDUAL APPLICATION 

個人申込について 
RCJ Xでは、RCJ Xへの参加をきっかけに新たな友達を見つけ、チーム活動を通して繋がりを深めたい人向けに、個人
申込も行っております。個人申込の場合、申込締切後、Google formでの希望調査に基づき、大会実行委員会がチーム
メンバーの決定（マッチング）を行い結果をご連絡いたします。 

なお、特別の理由がない限り、チームの再編は行いません。ご了承ください。 

個人申込の際は、個人申込用のGoogle formに記入をしてください。Google form提出後、自身のメールアドレスにPDF
の参加申込書が届きますのでメールに従い、所属団の隊長へ申し出てください。申込プロセスについては以下を参考に
してください。 

区分 参加資格 人数（予定）

ローバースカウトおよび
同年代指導者

1. 2021年度ボーイスカウト日本連盟加盟登録が完了していること。 
2. 1995年4月2日～2003年4月1日の間に生まれていること。 180人程度

ガールスカウト 1. 2021年度ガールスカウト日本連盟加盟登録が完了していること。 
2. 1995年4月2日～2003年4月1日の間に生まれていること。

20人程度
一般参加者

1. 1995年4月2日～2003年4月1日の間に生まれていること。

例：大学ローバーに入っているが、まだ加盟登録をしていない者。 
　　RSには上進せず、加盟登録を継続しなかった者。 
　　ボーイスカウト経験はないが、本大会に興味のある者。 
　　etc.
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APPLICATION PROCESS 

参加申込プロセス 
参加申込は、チーム申込、個人申込それぞれ次のプロセスで完了します。PDFの参加申込書の転送先は、 

　ローバースカウトおよび同年代指導者：　団および地区を通じて県連盟事務局から日本連盟事務局へ提出 
　ガールスカウト　　　　　　　　　　：　ボーイスカウト日本連盟へ提出 
　一般参加者　　　　　　　　　　　　：　ボーイスカウト日本連盟へ提出 

となります。なお、ローバースカウトおよび同年代指導者については自身で、所属隊（RSのみ）と所属団の承認を得る
必要があります。またガールスカウトについては、まずはじめにガールスカウト日本連盟にお問い合わせください。 

　注１：「*」はGoogle form上での必須記入項目になります。 
　注２：使用するメールアドレスについては、サービスの都合上、Gmailの使用をお勧めします。 
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チーム申込

⓪：4人で連絡を取り合い、チームの代表者を決定する 
チームの代表者はローバースカウトおよび同年代指導者で
ある必要があります。

❶：チームの代表者 or メンバー 
代表者の名前*／あなたは代表者 or メンバー？*

Google formへの入力

Google formの提出（申込は未完了！）

❷：あなたの情報入力 
氏名*／氏名(ローマ字)*／生年月日*／携帯電話番号*／ 
メールアドレス*／現住所郵便番号*／現住所*

❸：GS 
所属県連盟*／
所属団* 

❹：同意と承認 
保護者

❸：RS•指導者 
加盟登録番号*
／所属県連盟*
／所属地区／所
属団*／団役務* 

❹：同意と承認 
所属隊／所属団
*／保護者

❸：一般 
参加の経緯* 

❹：同意と承認 
保護者

メールアドレスにPDFの参加申込書が届きます

⑤：GS 
ボーイスカウト
日本連盟に提出

⑤：RS•指導者 
団・地区を通じ
て県連盟に提出

⑤：一般 
ボーイスカウト
日本連盟に提出

申込完了

個人単位での申込

Google formへの入力

Google formの提出（申込は未完了！）

❸：GS 
所属県連盟*／
所属団* 

❹：同意と承認 
保護者

❸：RS•指導者 
加盟登録番号*
／所属県連盟*
／所属地区／所
属団*／団役務* 

❹：同意と承認 
所属隊／所属団
*／保護者

❸：一般 
参加の経緯* 

❹：同意と承認 
保護者

メールアドレスにPDFの参加申込書が届きます

⑦：GS 
ボーイスカウト
日本連盟に提出

⑦：RS•指導者 
団・地区を通じ
て県連盟に提出

⑦：一般 
ボーイスカウト
日本連盟に提出

申込完了

❶：あなたの情報入力 
氏名*／氏名(ローマ字)*／生年月日*／携帯電話番号*／メー
ルアドレス*／現住所郵便番号*／現住所*／あなたの区分*

❺：チームメンバーの希望 
希望記入欄 

❻：チームの代表者を希望しますか？ 
希望する or 希望しない
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APPLICATION FORM 

申込フォーム 
チーム単位での申込、個人申込それぞれ専用のGoogle formはこちらです。申込期限は9月30日（木）まで。 

GUEST 

ベンチャースカウトのゲスト参加について 
大会最終日の28日（日）の午前・午後プログラムは、ベンチャースカウトの方にもゲスト参加いただけます。全国規模
でベンチャースカウト同士が交流する機会や、先輩スカウトと交流する場・プログラムを提供します。 
参加にあたっては、所属ベンチャースカウト隊指導者とのペア参加が可能です。 

参加区分と資格 

参加申込プロセス 
ベンチャースカウト用申込フォーム（右）をご記入ください。
提出したのち、メールアドレスにPDFの参加申込書が届きます
ので、隊長に提出してください。その後県連盟事務局を通じて
日本連盟事務局にご提出ください。 
こちらも、申込期限は9月30日（木）まで。 

ゲスト参加にあたって、ベンチャースカウトは他のベンチャースカウトとともに4人のチームを編成します。チーム編成
は実行委員会が行います。また各チームに調整役の大会スタッフが付きます。 

区分（ゲスト） 参加資格 人数（予定）

ベンチャースカウト
1. 2021年度ボーイスカウト日本連盟加盟登録が完了していること。 
2. 2003年4月2日～2006年4月1日の間に生まれていること。 50人程度
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mini Q & A： 

　Q：　大会参加時では26歳で、ローバースカウトを卒業していますが、大会に参加できますか？ 
　A：　1995/4/2～2003/4/1に生まれていれば、同年代指導者として参加することができます。 
　Q：　県外の友達とチームを組むことは可能ですか？ 
　A：　もちろん可能です。県外の友達と一緒にご参加ください。 
　Q：　2人や3人でチームは作れますか？ 
　A：　チームの人数は4人となりますので、2人や3人の場合は個人申込となります。もし何らかの事情があれば、 
　　　　大会実行委員会（rcjx@rcj.scout.jp）までご相談ください。 

　Q：　大会期間中に予定があり、全プログラムへの参加が難しいのですが... 
　A：　全体行事は参加が望ましいです。その他のプログラムへの参加は自由ですので、チームメンバーに承諾をもら 
　　　  い欠席することが可能です。 
　Q：　成人指導者の大会見学はできますか？ 
　A：　現在、大会実行委員会で検討しております。決定次第、メディアにてご案内いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質問等ありましたらお気軽に大会実行委員会にご相談ください。　　　

チーム単位での申込用 
申込フォーム 
QRをクリックしてみてね☞

個人単位での申込用 
申込フォーム 
QRをクリックしてみてね☞

ベンチャースカウト申込用 
申込フォーム 
QRをクリックしてみてね☞

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjnesR7jtAeKtaf_eJNbNJuYuwbzuNND9fRIusVe2t9gLc3g/viewform?usp=sf_link
https://x.rcjweb.jp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsCGwNajiXx2mwM8SqDbcCfCLI307_1N6-enoYPskcLJpNFA/viewform?usp=sf_link
mailto:rcjx@rcj.scout.jp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2R89Dp5UIyB9D69mD7Z2OWKYeQHq2lBwKj88ZPy1nwiDrrw/viewform?usp=sf_link


LOGO AND SONG WANTED 

シンボルマーク・ソング募集中！ 
大会シンボルマークとソングの募集が始まっています。 
　　あなたのデザインがワッペンになる！ 
　　あなたのソングが開会式で流れる！ 
みなさまの応募をお待ちしております。 

詳細はRCJ Webから（リンクをクリックできます）： 
　https://rcjweb.jp/2021/08/?p=5571 

シンボルマーク ：9月20日（月）日本連盟事務局必着 
ソング　　　　：9月20日（月）日本連盟事務局必着 

※募集期間を8月31日から延長しました！ 

STAFF WANTED 

大会スタッフ募集開始！ 
あなたのやる気やスキルを生かして、実行委員会と一緒
に大会運営に関わりませんか？ 
実行委員会では大会スタッフを募集します。スタッフと
してRCJ Xに関わってみませんか！ 
応募をお待ちしております！ 

詳細はRCJ Webから（リンクをクリックできます）： 
　https://rcjweb.jp/2021/08/?p=5627 

SNS  

大会SNSをフォローしよう！！ 
RCJ Xでは、FacebookとInstagram、公式LINEを使用し
ています。フォローして最新の情報について行こう！ 

公式LINEでは、メッセージも受けています。疑問に思っ
たこと、困ったこと、気軽にご相談ください。 
　　 

NEXT BULLETIN  

次のブリテン情報 
Bulletin #2では主に以下の情報をお届けする予定です。 

　・大会委員長挨拶 
　・大会プログラム詳細情報 
　・大会ホームページ紹介 
　・Q & A 

CONTACT US  

お問い合わせ 
日本連盟事務局　Email：rcjx-office@scout.or.jp 
大会実行委員会　Email：rcjx@rcj.scout.jp 
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大会スタッフチーム一覧

広
報
部

SNS広報チーム 
SNSコンテンツを作り、RCJ Xを発信しよう！ 
あなたのライティングスキル、画像・動画編集スキルが
役に立つ！色彩、デザインセンスを生かしませんか？

Web広報チーム 
RCJ Xのホームページ作成に関わろう！ 
あなたのITスキルを生かして、参加者との情報共有シス
テムを作ろう。

プ
ロ
グ
ラ
ム
部

プログラムチーム 
オンライン大会ならではのプログラムをあなたの手で形
にしませんか？あなたの柔軟な発想とやる気を待ってい
ます！

総
務
部

記録管理チーム 
大会を支えるのは、わかりやすい資料や情報です！コツ
コツ頑張れるあなた、記録管理に向いているかもしれま
せんよ！

ゲストサポートチーム 
大会ではベンチャースカウトや海外スカウトがゲストで
参加します。ベンチャースカウトと交流したい、持ち前
の英語力で海外スカウトをサポートしたい、そんなあな
たにピッタリです！

RC J X

#RCJX 
大会ハッシュタグ

Aug 2021 
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☟クリックしてみてね！

☟使ってみてね！
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