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いよいよ大会当日が迫ってきましたが、実感は湧いてきましたか？

この「GUIDE BOOK #2」では、当日に向け重要なポイントをギュッと詰め込みました。

主な内容は、①期間中プログラムの説明 ➁本大会の会場（oVice）について の2点です。

このガイドブックには必要最低限の情報しか載っておりませんので、参加者の皆さま自身で

プログラム→大会WEB、会場（oVice）→後日配布の “oViceガイドブック” をご覧ください。

大会までに忘れずにしてほしいこと

・このガイドブックを読むこと

・プログラムアンケート♯2に答えること

・LINE公式アカウントに登録すること

・Facebookグループに登録すること
本大会に参加する上で重要なことですので、ご協力をお願いいたします。

大会について、不明点や疑問点があれば、LINE公式アカウントまでご連絡ください！

HELLO! みなさんこんにちは！RCJ X実行委員長の尾形凛太郎です。いよいよRCJ Xの本番が始まり
ます！RCJ Xにようこそ！

誰も経験したことのない、全く新しい大会がついにみなさんの目の前まで来ました。Web上に作ら
れるバーチャルなキャンプ場で6日間、総勢220名が一緒に過ごします。ジャンボリーのような会場
には、大きなアリーナをはじめ、スタジアムや広場を設けており、キャンプサイトは那須野営場と
高萩スカウトフィールドをモチーフにしています。「HELLO!」をはじめの挨拶にして、たくさんの
仲間と繋がり、友情を深めて欲しいと思います。

またこの6日間で多くのプログラムが開催されます。まじめに楽しく、遊びながら学べるプログラム
をたくさん準備いたしました。ぜひご参加いただきたいと思っています。

みなさんの目の前には今、新たな世界が広がっています。社会全体が新たな世界に入ろうとすると
同時に、みなさん自身も新たな世界に足を踏み入れようとしています。

RCJ Xでの体験をぜひ、未来につなげて欲しいと思っています。それでは会場でお会いしましょう！

実行委員長 挨拶

大会まであと少し！

はじめに1． 02



参加者名簿2． 03



2． 参加者名簿 04



2． 参加者名簿 05



2． 参加者名簿 06



11月からこれまでの間、皆さんには実際に体を動かす活動を中心とした“期間前プログラム”に取り
組んでいただきました。さて,これからは、大会期間中のプログラムが展開されます。
期間中プログラムは、期間前プログラムのような実活動を中心としているのではなく、オンライン
上でのコミュニケーションを中心としたプログラム構成となっています。
ポイントは「参加者である皆さんの主体性」です。本大会は対面の野営大会と何も変わりません。
他の参加者と関わる機会はプログラム中だけでなく、あなたの生活の中に散りばめられています。
oViceにログインすれば、全ての参加者が隣にいます。
皆さん自身の手で、“未来につながるコネクションをオンラインで”。

プログラムの種類
1）単発プログラム：実施する時間帯が決まっているプログラム
2）常時プログラム：6日間の間、いつでも好きな時に参加できるプログラム

フリータイムの活用
プログラムを特に実施しない時間帯を「フリータイム」として設けます。この時間帯は、参加者が
自由にプログラムを企画したり、交流イベントを開催したり、コミュニケーションを取ったりと、
様々な活動をオンライン上で実施できます。
スケジュールに記載されている「Free Time」の時間帯は、あくまでプログラム実施時間帯のフリー
タイムです。食事の時間帯や、1日のプログラムを終えた夜の時間帯など、空いている時間をフルに
活用して、この大会を楽しみきってください。

期間前プログラムに引き続き、本大会の
プログラムは4つの部類のプログラム、
そして“全体行事”の5種類で構成します。

この大会で目指すモノ

スケジュール
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エントランス
ウェルカムスペースや、
全体行事が行われる
アリーナのあるエリア。

本大会の会場

次のページから、各プログラムの紹介に移ります。ここでは、

①プログラム名
②実施時間と会場（oVice上のどこで実施するのか）
③ねらいと簡単な内容

について記載しており、具体的な参加方法やプログラム内容などは、
大会WEBにて随時更新をしていきます。

是非、右のQRコードから大会WEBを開き、ブックマークに登録
しておいてください。大会の最新情報をお届けします。

各プログラムの詳細は、大会WEBで続々公開！

アクティビティの森
炊事場やプログラム会場等、
主に日中に活動が行われる
エリア。

イベント広場
参加者が自由に利用したり、
個人で企画したイベントを
実施できるエリア。

ベースキャンプ

～那須野営場～

ベースキャンプ

～高萩スカウト　　　 
フィールド～

EXPO
ポートフォリオの掲示や
写真展が開催される、
展覧会場となるエリア。

本大会のプログラムは、oVice（仮想キャンプサイト）上で実施します。
会場は全6階に分かれており、以下に示した通り、各階で用途や特徴が変わります。

▶ oViceの詳しい説明は15ページへ
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開会式【23日 13:00～13:30】
集合時間：23日（火） 12:50 
集合場所：1階 エントランス（アリーナ）

※開会式後は、大会オリエンテーション、
　期間前プログラム表彰を行います。

閉会式【28日 17:00～17:30】
※詳細はWEBページにて後日公開

開閉会式

ねらい
本大会の会場である “oVice（仮想キャンプサイト）” での操作に慣れてもらい
ながら、他の参加者とコミュニケーションを取るきっかけ作りを行う。

内容
①オンライン猛獣狩り　②〇✖クイズ大会　③ターゲットを探せ

ウェルカムナイト【24日 19:00～21:00】

インターナショナルナイト【27日 19:00～21:00】

“営火場”

“アリーナ”

ねらい
海外のスカウトがどのような活動をしているのかを知ると共に、言語や文化の
壁を越えて交流する機会を得る。

内容
①各国のローバースカウトによる活動紹介プレゼン
  （大会スタッフ側で日本語訳を行うので、言語に自身のない方も大歓迎）
②言語翻訳ツールを使用しながら、互いの国の文化に触れる交流プログラム

“アリーナ”

（会場）

全体行事の担当スタッフ

期間中プログラム　～全体行事～3． 09



ねらい
1人で外に出て運動する機会と、参加者同士で会話するきっかけを作る。

内容
朝早く起きた参加者が、同時刻に近所の散歩を行うプログラム。
他の参加者と通話しながら歩いたり、歩いた後の交流会を楽しめる。

早朝ウォーキング
28日（日）6:00～8:00

“小広場”

ねらい
今後の活動に活かせるような野外での工夫ポイントを共有したり、
各地域の活動の特色を伝えあったりする。

内容
活動の「私の団はこんな工夫してる！」「うちの県の特徴はコレ！」
のような”Lifehack”を画像や動画で用意し、参加者同士で共有する。

スカウト活動 Lifehack 紹介
26日（金）19:00～21:00

“大広場”

期間中プログラム　～単発プログラム①～3． 10



内容
あるテーマに沿ってフランクな意見交換ができる討論会を実施する。
5時間の間で、1コマ45分（##:00～##:45）のトークを5回行う。
トークテーマはボーイスカウト関係のことに拘らず、参加者から
募集したテーマも盛り込む。テーマは当日のお楽しみ！

テーマトーク
27日（土）13:00～18:00

“大広場”

ねらい
参加者同士での意見交換を通し、ローバー・ベンチャー年代だから
こその社会貢献について考え、活動案（アクションプラン）を立てる。

内容
①SDGsに関するトピックについて、参加者同士で意見を交わす。
②実現可能なアクションプランを立て、大会後に実施する。

私たちの奉仕活動
28日（日）13:00～15:00

“大広場”

期間中プログラム　～単発プログラム②～3． 11



ねらい
参加者同士で議論を交わす中で互いの考えや知見を深め、今後の
スカウト活動の発展に結びつくような、意識のアップデートを図る。

テーマ
23日：私たちのローバーリングについて
27日：青年参画ってなんだろう？ ～14WSYFを基に考える～

RSフォーラム
23日（火）19:00～21:00 ･ 27日（土）9:00～12:00

“大広場”

ねらい
全国各地で行われている多種多様なローバー活動を共有し合うことで、
様々な活動の方法や視点を学び取り、今後の各々の活動に応用する。

内容
作成した「ポートフォリオ」を元に、活動報告会を実施する。
また本大会に参加するベンチャースカウトにも、ローバー活動を
知ってもらう機会とする。

ロバ活EXPO
28日（日）15:00～17:00

“展覧会場”

期間中プログラム　～単発プログラム③～3． 12



ねらい
海外スカウトも交えた座禅のプログラムを取り入れ、文化的な
コンテンツを通じたコミュニケーションの機会とする。

内容
朝早く起きた参加者が、オンライン越しに瞑想を行うプログラム。
ビデオ通話を繋いだ状態で実施し、終わった後は交流の時間とする。

Let’s 瞑想！
27日（土）6:00～7:00

“小広場”

ねらい
他の参加者と生活を共有することで、大会としての一体感を得る。

内容
oVice上の「炊事場」に集合し、共通のテーマで一緒に料理を行う。

 23日 16:00～18:30：みんなでカレーづくり
 27日   7:00～  8:30：キャンプ定番の朝食メニューは？
 28日   7:00～  8:30：究極の “映え朝ごはん”！？

Cooking Time

“炊事場”

期間中プログラム　～単発プログラム④～3． 13



期間中プログラム　～常時プログラム～

ねらい
スカウトとして普段実践している “日々の善行” を参加者間で共有し、
本大会の参加者で “Creating a Better World” を目指す。

内容
oVice上（1階の入口付近）に、参加者が自由に書き込みのできる掲示板
を設置し、参加者がその日の善行を自由に書き込めるようにする。

Creating a Better World BOX

“掲示板”

ねらい
これまでに撮影してきた写真を通じ、互いのスカウト活動を共有する。

内容
oVice上（6階）に「展覧会場」を設置し、これまでに撮影した活動写真を
掲載できる「オンライン写真展」を開催する。1人3作品まで応募可能で、
応募できるのは1日1作品まで。（応募方法はWEBにて記載）
応募期間：23～26日　投票期間：27日　結果発表：28日

オンライン写真展

“展覧会場”

ねらい
他県のスカウトに対し、自ら積極的にコミュニケーションを取りに行くきっかけを作る。

内容
所属県連によって色の異なる名刺を作成し、大会期間中にオンライン上で出会った参加者と
名刺交換を行う。相手の名刺を画面共有で表示してもらい、スクリーンショットで撮影する
ことで、名刺交換の成立とする。多くの県連盟のスカウトの名刺を集めた人には、最終日
何かがあるかも…？

オンライン名刺交換
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会場（oVice）について

11月23日　10時　会場オープン！
13時からの開会式より早速oVice上の会場にて開会式が行われます！
ログイン・使用方法については、後日配布されるoViceガイドブックにて詳しく説
明いたします。

23日の10時〜12時の時間帯を操作確認時間として、実行委員が待機してます。
必ずこの時間に一度は入場をして、会場を一度確認してみてください！

また、この時間帯以外でも、プログラムが行われる時間には基本的に実行委員が
フォローする体制を整えておりますので、
使用に慣れていない方でも安心してくださいね！

それまでに使用してみたいという方は公式ツアーでoViceの世界をお楽しみください！
チームの集会で使ってみてもいいかも！？

▼oVice公式HP
https://ovice.in/ja/
▼oVice公式ツアーサイト
https://tour.ovice.in/

みなさまとoVice上でお会いできるのを楽しみにしております！！
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