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日本ボーイスカウト大阪連盟

事務局が移転しました
府立青尐年会館廃止に伴い、2 年間の契約でお世話になっていました『大阪府森之宮庁舎』から、
『アネックスパル法円坂４Ｆ』に事務局が移転しました。

＜新事務所は、１１月２４日からです＞

移転作業

新事務所は

１１月１９・２０日両日、心配されたお天気もこ

新事務所は、『アネックスパル法円坂』の４階で

の上ない好天をいただき、各地区から集まっていた

す。

だいた仲間と谷口理事長以下の役員、延べ１００人
が惜しみない汗を流し、作業を終えました。

この建物は、私たちが長年、会議室で利用してい
た『大阪市立中央青年センター』が廃止され、
（財）
大阪市教員会館に譲渡されリニューアルオープン

財団役員有志が、トラックとクレーン・高所作業

したものです。

車を拠出していただき、みんなで手作りの引っ越し
作業で、無事荷物の搬入出が２日間で終了しました。

４階廊下の南端にあり、正面が「スカウト用品」
で事務局は右側です、ぜひ一度お立ち寄りください。

作業にあたってくださった皆様ありがとうござい

電話・ＦＡＸは、元の番号（ＴＥＬ０６-６９４３
-００４３・ＦＡＸ０６-６９４４-１５７３）に戻り

ました。

ました。

平成２２年度の目標
『標準隊を目指して

－すべての支援を団・隊に－』

－ 団、隊の再生・活性が明日の運動を輝かせる －

－ 1 －

大阪連盟スカウトフォーラム
「第３３回大阪連盟スカウトフォーラム」を開
催します。

ボーイスカウト講習会

日

程 ： 平成２２年１２月１１日（土）

１０月１７日

阪南地区担当

～１２日（日）

１０月２４日

吹田地区担当

会

場 ： 吹田市自然体験交流センター

１０月２４日

淀川北地区担当

対

象 ： 各地区から選出されたＶＳ ２名

１０月２４日

南大阪地区担当

１０月３１日

なにわ地区担当

１１月 ７日

豊中地区担当

進級おめでとう
富 士

ＷＢ研修所

章 受

面接日１１月４日

ＣＳ課程 大阪第１４６期

修了者１５人

津田

ＢＳ課程 大阪第１５２期

修了者１５人

プロジェクト

ＶＳ課程 大阪第 ２２期

修了者２５人

彰
１人

拓也くん 池田第６団（豊能）

「ブラウンシー島を目指して」
「絆」
「目指せレギュラー取得」

自然体験指導者養成講習会

◎菊スカウト

４人

平成２３年度から始まる小学校の新しい教育

三島地区

１人

課程において自然体験活動を中心とする長期集

城北地区

１人

団宿泊活動が取り入れられたことから、文部科学

北大阪地区

２人

省はこのような活動が円滑に実施されるよう「自
然体験活動指導者養成事業」を、平成２０年度に

エコフェスタ２０１０

開始しました。
ボーイスカウトは文部科学省の委託を受け、

ベンチャースカウトの手で行われた

本養成事業を行っており、大阪連盟においても本

エコフェスタ２０１０は一般の人も大勢参加し

年度から養成事業を開始するため参加者を募集

約７００人に及びました。

しています。
日

時：平成２２年１２月２０日（月）
１９：００～２０：５５

場

所：アネックスパル法円坂
５階

対

ベンチャープロジェクト発表会
昨年度に開催し、好評を頂いた富士章スカウト

多目的ルーム「パレストラ」

によるプロジェクト事例発表会を開催します。

象：大阪連盟所属の全コミッショナー
地区指導者委員長及び
大阪連盟 トレーニングチーム員

日

程 ： 平成２３年１月２３日（日）

場

所 ： 大阪市立城東区民ホール

対象者 ： 大阪連盟所属ベンチャースカウト、

参加費： ５００円（資料代等）

指導者、その他各関係者
－ 2 －

オーストラリア短期留学生受け入れ

第６回ハワイレインボーキャンプ
参加者が内定しましたので、保護者、団関係者

１１月２９日～平成２３年１月２３日まで、オー

を集めた説明会を行います。

ストラリアのベンチャースカウト（１６歳男子）が

日 時：１２月１９日（日）

大阪に留学されます。

場 所：アネックスパル法円坂３階１号室

受入ホスト家庭は、城北地区

大阪第９６団の藤木

忠人さん宅です。お世話になります。

大阪連盟キャンポリー情報

人

平成２４年８月１３日～１８日（５泊６日）に

事

往

来

◎ 地区副コミッショナー辞任

開催されます。

北河内地区

笹田順一郎氏

場 所：陸上自衛隊信太山駐屯地 及び
大阪市立信太山野外活動センター

藍綬褒章受章
おめでとうございます。

団活性化にむけて・・・

長 澤

寛 氏

（南大阪地区スカウト委員長）

団委員長・地区役員の集い
平成２２年度も「団委員長・地区役員」の集いが
開催されます。

うぶ声

団委員長・地区役員の全員の方が参加されること
を期待致しております。
日

時

吹田地区 吹田第６団 ローバー隊

復活

平成２３年１月１６日（日）
午後１２時３０分～午後４時４０分

会

場

大阪歴史博物館 ４階講堂

〇事務局休暇
１２月２２日（水） 年内需品取扱い窓口

第８３回選抜高等学校野球大会
毎年恒例の選抜高等学校野球大会の奉仕が今年
も行われます。

業務最終日
１２月２７日（月） 一般業務年内最終日
１２月２８日（火）
↓

大阪連盟所属ベンチャースカウトに限られた大

年末･年始の休業

１月 ４日（火）

きなチャンスです。

１月 ５日（水） 一般業務開始

皆さん是非ご応募ください。

１月 ８日（土） 需品取扱い窓口業務開始

※詳細は各団に募集案内を送付致します。
各地区で選考会が開催されますので、奉仕を希望す
るベンチャースカウトは、ご準備ください。
－ 3 －

スカウト用品からのお知らせ
新年特別号のお知らせ

ビーグルスカウト続々登場！！
トートバッグ

〝スカウトおおさか〟の新年特別号
を発行します。お楽しみに。
◆特別号に掲載する広告を、各地区を通じて
募集します。詳細は、各地区委員長まで。
名刺大サイズ １口より、承ります。

＠３,９９０円

バンダナ

＠８４０円

ギフトパックＭ

＠４２０円

マグカップ

＠９９８円

バスタオル

＠２,４１５円

ノート（限定）

＠５５０円

大阪連盟の現状 Ｈ２２．１１．１１
大阪連盟再生プログラム

【元気サポートシート】
平成１９年度から取り組みを進めております再生
プロジェクトへの、団や地区での推進支援のため
の『元気サポートシート』を、地区を通じて各団へ
配布させて頂いており、それぞれに活用頂いてい
ることと存じます。
今般、ご要望により、各シートを大阪連盟ホーム
ページより、ダウンロード頂けるように準備を致し
ましたので、各団、各地区におかれましては、一

団の数

２２０団

隊の数

９５４隊

ビーバー隊

１８６隊

カ

ブ隊

２１４隊

ボーイ隊

２１９隊

ベンチャー隊

２０９隊

ローバー隊

１２６隊

スカウト数

７,０９７人

団委員数

２,３３６人

指導者数

３,１０９人

合

層のご活用をお願い致します。

計

１２,５４２人

※トップページ（http://swo.to/）より、「元気
サポートシート」のコーナーをクリックして

日本ボーイスカウト大阪連盟

ください。

〒540-0006

維持会員加入にご協力ください!!

大阪市中央区法円坂 1-1-35

大阪のボーイスカウト運動の資金は、
財）大阪ボーイスカウト振興協会
の支援を受けています。

（アネックスパル法円坂 ４階）

特別維持員：１口５万円、賛助維持員：１口１万円
通常維持員：１口２千円

電話 06-6943-0043

FAX 06-6944-1573

ホームページ

http://swo.to/

※詳しくは事務局まで

平成２２年度の重点課題
① 標準隊を目指す具体的活動を全ての隊が行う。
② 「元気サポートシート」活用の徹底
③ 複数隊による活動の推進
④ 地区の団支援機能の充実
⑤ スカウト活動を「知らせる」
「見せる」「理解してもらう」活動の推進
－ 4 －

