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団委員長・地区役員のつどい

第６回ハワイ・レインボー・キャンプ派遣

団活性化に向けて「団委員長・地区役員
のつどい」が開催されました。

派遣団が編成されました!!

谷口理事長の「大阪連盟再生・改革について」の後、

派遣団指導者（７人）

大阪ガス㈱ 執行役員秘書部長 川岸隆彦氏から基調

派遣団長

講演をお願いしました。同氏は、堺第４団出身 ５ＮＪ・１
３ＷＪ参加経験があり、当日はその思い出とともに同社
の人材育成を例に挙げ、お話をいただきました。
最近の若者は、『社会人基礎力』（「自ら前に踏み出
す力」「自らの頭で考え抜く」「組織の中で働く力」）が
備わっていない人が多く、社員教育の最初にこれを行
っている。家庭や地域で行われていたこれに対する教
育力が非常に低下している現在、企業だけではなく社
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派遣スカウト（２４人）

会がこれを求めている。これらの力を身につけるのに、

豊能１人、三島１人、淀川北３人、なにわ２人、

ボーイスカウト活動は最も適している、是非頑張ってほ

城北３人、北大阪３人、北河内１人、南東２人、

しい。

東阪１人、南大阪４人、泉州２人、泉州南１人
（男子スカウト２０人・女子スカウト４人）

団の事例発表や質疑の後、谷井連盟長から総評を
いただき、日常活動へのねぎらいとともに「やる気があ
れば 知恵が出る、 知恵あるかぎり 道はある、 努力
尽くせば 拓かれる」との言葉が参加者に贈られ、激励
を受けました。

○ 3 月 20 日～21 日に長居ユースホステルで出発準
備訓練を行います。
○ 3 月 21 日（月・祝）結団式・壮行会
を同じ場所で行います。

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 －

第３回国際活動セミナー
ボーイスカウト大阪連盟が国際活動の素晴らしさ
をより多くのスカウト・指導者に理解してもらい、積極

富 士 章 受 彰

的に国際プログラムを推進していただくために毎年
開催しているものです。

面接日１２月１３日

日時：平成２３年２月６日(日)

2人

松原 未沙さん 豊中第６団（豊中）

１０時から１６時半

プロジェクト

場所：アネックスパル法円坂５F

「未来製作所」
「The way to pertorm」
「Viva! ビーバー」

第７回大阪連盟スカウト展

小林

大阪連盟は『再生プロジェクト』を展開しており、このプ

一人くん

東大阪第１０団（東阪）

プロジェクト

ロジェクトの要素として「地域への広がり・地域連携」を

「国際交流」

掲げ、地区・団でのスカウト展開催を呼びかけています。

「LET’S ENJOY UK」
「１５NJ の情報発信」

その実践活動として大阪の中心地でスカウト展を開
催し、一般への啓発を図るとともに地域開催のモデル
として、地域開催の浸透と拡がりを拓いていくための手
段の一つとして開催します。
スカウトは遊びに、リーダーは自分たちで開催すると

面接日１月６日
柳原

2人

逸聖くん 豊中第６団（豊中）

プロジェクト
「未来製作所」

きのモデルとして参考にするため、ぜひご来場くださ

「設計コンペに挑戦」

い。

「Viva! ビーバー☆」

テーマ：「元気なスカウティング」
スローガン：「標準隊を目指して！」

板倉

悠貴くん

開催日：平成２３年 ３月２６日（土）から２７日（日）

プロジェクト

東大阪第５団（東阪）

会場：NHK 大阪放送局１階フロア

「キコキコ！チリンチリン！」

「アトリュウム」・「屋外広場」

「目指せ！初参加！初優勝！」
「ツリーハウスを作ろう！」

時間：午前１０時～午後６時まで

宗教章取得講座ご案内

◎菊スカウト

６人

豊中地区

１人

第５４回浄土宗スカウト仏教章研修会

三島地区

１人

日 時

平成 23 年 3 月 27 日～29 日

淀川北地区

３人

会 場

京都教区嵯峨組清涼寺

城北地区

１人

お問合わせ先

浄土宗スカウト連合協議会事務局

連絡先

０７５－５２５－２２００

－ 2 －

受付期間：

各団ご案内

５月コース：

1 月 13 日付で下記の書類・案内を

H.２３.２.１（月）～３．３１（水）午後５時

各団へ送付しています。

９月コース：
H.２３.６．１（火）～７．３０（土）午後５時

1. 平成 23 年度隊褒彰綬・特別年功章表彰申請書
大阪連盟提出期限等のお知らせ

１０月コース
H.２３．７．１（木）～８．３１（火）午後５時

〆切 ３月１６日(水)
２．研修所参加のご案内

第１回大阪マラソン奉仕

３． 「登録５０年表彰申請」について
〆切 ２月２６日(土)
４．平成２２年度緑の募金運動街頭募金 打ち合
せ会開催の件

第１回大阪マラソン奉仕が決定しました。
開催日：１０月３０日（日）

申込書〆切 ２月１４日(月)

海外派遣募集

説明会は２月２２日（火）１８時３０分～

◎ 平成２３年度スカウト特別海外派遣

研修所参加のご案内

期間 平成２３年度内に出発し、
本人の希望する２～３週間程度

研修所参加のご案内を各団にお送りしていますので、

場所 本人が希望する国または地域

期日までに申し込みをお願いします。

WB 研修所ビーバースカウト課程

◎ 平成２３年度スカウト・オーストラリア短期

大阪第３８期

留学（学習旅行）派遣

H２３．４．３０（土）～５．３（火・祝）

期間 平成２３年夏季(7～9 月)のうち

WB 研修所カブスカウト課程

約 6～8 週間程度

大阪第１４７期

場所 オーストラリア

H.２３．５．４（水・祝）～５．７（土）

いずれも大阪連盟締切り

大阪第１４８期

平成２３年３月１９日（土）

H.２３．９．２２（木）～９．２５（日）

詳細については日本連盟ホームページで確認の上、

WB 研修所ボーイスカウト課程

各地区国際委員長までお問い合わせ下さい。

大阪１５３期
H.２３．５．４（水・祝）～５．７（土）
大阪１５４期
H.２３．１０．７（金）～１０．１０（月・祝）

WB 研修所ベンチャースカウト課程
大阪第２３期
H.２３．９．２２（木）～９．２５（日）

団運営研修所

２０１０

ハンド・イン・ハンド募金

「２０１０ ハンド・イン・ハンド」募金は
１２月２３日１６ヶ所で実地され、３５ヶ団
計８１０名が参加し募金総額は１，３７９，８４６
円となりました。

大阪第２９期
H.２３．９．１７（土）～１９（月・祝）

－ 3 －

事務局臨時休業のお知らせ
不発弾の処理・撤去につき、大阪連盟事務
局を２月１２日（土）を臨時休業とさせてい
ただきますので、よろしくお願い申し上げま
す。
当日は、事務局付近一帯は避難勧告が出さ
れ、お昼過ぎまで立ち入りが禁止されます。

大阪連盟の現状 Ｈ２３.１.１３
団の数

２２０団

隊の数

９５８隊

ビーバー隊

１８９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

１２７隊

スカウト数

７，４１７人

団委員数

２，３６５人

指導者数

３，２３８人

合

計

１３,０２０人

大阪連盟再生プログラム

【元気サポートシート】

日本ボーイスカウト大阪連盟

平成１９年度から取り組みを進めております再

〒536-0006

生プロジェクトへの、団や地区での推進支援のた

大阪市中央区法円坂 1-1-35

めの『元気サポートシート』を、地区を通じて各

（アネックスパル法円坂

団へ配布させて頂いており、それぞれに活用頂い

電話 06-6943-0043 FAX06-6944-1573
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ていることと存じます。

4 階）

http://swo.to/

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、
一層のご活用をお願い致します。
※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
ください。

維持会員加入にご協力ください!!
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。
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
※詳しくは大阪連盟事務局まで

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」
「理解してもらう」活動の推進
－「見せる」
4 －

