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日本ボーイスカウト大阪連盟

OSAKA COUNCIL, SCOUT ASSOCIATION OF JAPAN

平成２３年度大阪連盟年次総会
記念講演

日時：平成２３年６月５日（日） １３時開会
場所：アネックスパル法円坂７階ホール
大阪連盟年次
議案

総会に昨年４月に

第１号議案

日本連盟理事長に

平成２２年度事業報告の件

就任された奥島

第２号議案

孝康氏をお招きし、

平成２２年度決算報告の件

記念講演をいただ

第３号議案

くことになりました。

平成２３年度事業計画の件

大阪連盟の皆さんが直接、そのスカウティングに

第４号議案

対する熱い思いと運動の指針をお聞きする、また

平成２３年度予算の件

とない機会となります。

第５号議案

どなたでもご参加いただけますので、この機会

大阪連盟規約改定の件

にふるってご参加くださいますようお願い申し上げ

第６号議案

ます。

役員選任の件

講師：奥島 孝康氏

(1)地区を代表する理事の確認

日時：平成２３年度６月５日(日)年次総会終了後
（１５時３０分頃の予定です）

表彰式

場所：年次総会会場

大阪連盟表彰

（アネックスパル法円坂７階ホール）

日本連盟表彰伝達

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 －

大阪連盟スカウト展活動写真コンテスト

大阪市こどもカーニバル

大阪連盟スカウト展が３月２６～２７日に

大阪市こどもカーニバルが４月２４日（日）に

開催され、盛況のうちに終了しました。

行われ、延べ３０名の方にご奉仕いただきました。

その際、活動写真コンテストへ一般の方から
投票が行われ、下記の結果となりました。
ＢＶＳ ＣＳ

ＢＳ

ＶＳ

ＲＳ/団/

当日は晴天に恵まれ、ロープ回しは吹田、三島
などから RS、指導者の協力もあり無事終了しま
した。

保護者
１位 淀川北 東阪

東阪

南大阪 南東

２位 東阪

淀川北 泉州

東阪

３位 泉州

南東

泉州南 東阪

城北

第１回大阪マラソン奉仕

泉州南

大阪マラソンの奉仕場所が決まりましたの
で、ご奉仕できる方は各地区の行事委員長まで
お申し込みお願いいたします。
開催日

１０月３０日（日）

◎森之宮・玉造ブロック

富 士 章 受 章
面接日４月２６日

豊能・三島・吹田・北大阪・北河内

３人

◎平林ブロック

伊藤 愛莉さん 高槻第１団（三島）

豊中・東阪・泉州・泉州東・泉州南

プロジェクト

◎咲洲ブロック

「ボーイ隊へ Let’s Go！」

淀川北・なにわ・城北・南東・阪南・南大阪

「もっと知ろう！世界のこと」
「いざ、空の旅へ！」
中林 大地くん 大阪第１３４団（阪南）

ウッドバッジ研修所

プロジェクト

修了者

平成２３年度ウッドバッジ研修所の大阪連

「I ♡ ペーロン！！」
「手話で話そう」

盟開設コース行われ下記の人数の方々が修了

「隊の潤滑油になる」

されました。
４月 30 日～５月３日

久米 浩平くん 柏原第１団（東阪）

BVS 課程大阪第３８期

プロジェクト
「絆の冒険者」

５月 ４日～５月７日

「友達１００人できるかな？」
「麺類補完計画」
◎菊スカウト

３５人

計１１人

豊能地区

１人

吹田地区

８人

泉州地区

２人
－ 2 －

CS 課程大阪第１４７期

２８人

BS 課程大阪第１５３期

３６人

時代に適応する

大阪にスカウトの会館!!

スカウトキャンプ研究報告書
財）大阪ボーイスカウト振興協会は、大阪の

時代に適応するスカウトキャンプ研究報告

ボーイスカウトの本部拠点のため、『会館』を

書が出来ました。
各地区のコミッショナーを通じて、各団３冊

取得しました。
場所はＪＲ「寺田町駅」徒歩 3 分、5 階建て

を配付しておりますのでご活用ください。
また、ホームページからもダウンロードでき

で 3 階以上には会議室が 7 室とれる建物です。
９月末頃移転を目指し、改修等の準備を進め

ますので合わせてご活用ください。

ています。

大阪連盟創立６０周年記念

ＷＢ研修所秋季コース

キャンポリー

ＣＳ課程大阪第 148 期 (9/22～9/25）
ＶＳ課程大阪第 23 期

◎開催期間
平成 24 年８月 13 日（月）～８月 18 日（土）
５泊６日

(9/22～9/25）

受付期間
平成 23 年 6 月 1 日～7 月 30 日午後 5 時

◎会場
陸上自衛隊信太山演習場及び

ＢＳ課程大阪第 154 期 (10/7～10/10）

大阪市立信太山青少年野外活動センター

受付期間
平成 23 年 7 月 1 日～8 月 31 日午後 5 時

◎スケジュール
平成 23 年 10 月

参加者調査

平成 24 年 ２月

参加申込

平成 24 年 ４月

参加確定申込

団運営研修所
大阪第 29 期
団運営研修所大阪 29 期（9/17～9/19）
受付期間
平成 23 年 6 月 1 日～7 月 30 日午後 5 時

県外へ出掛ける時は、必ず県外旅行発給
申請書を大阪連盟事務局へご提出下さい。

人
キャンプおおさか整備作業

事

◎地区副コミッショナー
三島地区

次回の整備作業は６月１９日（日）です。
担当は城北・北大阪・北河内・南東地区となっ

三島地区

－ 3 －

来

就任（５月１２日）

水谷講太氏

◎地区副コミッショナー

ていますのでよろしくお願いいたします。

往

辞任（５月１２日）

八木隆志氏

大阪連盟再生プログラム

☆スカウト用品からのお知らせ☆

【元気サポートシート】

２３ＷＳＪ記念品
●23WSJ ピンバッジ

＠２００円

平成１９年度から取り組みを進めております再

●23WSJ チーフリング

＠３５０円

生プロジェクトへの、団や地区での推進支援のた

●23WSJ ワッペン

＠２００円

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

ハローキティグッズ

ていることと存じます。

●ストラップ キティ

＠４８０円

今般、ご要望により、各シートを大阪連盟ホーム

●ストラップ ダニエル

＠４８０円

ページから、ダウンロード頂けるように準備を致

●ジッパープル キティ

＠４８０円

●ジッパープル ダニエル

＠４８０円

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。

●マスコットプラッシュ キティ ＠９８０円

※トップページ（http://swo.to/）より、「元気

●マスコットプラッシュ ダニエル＠９８０円

サポートシート」のコーナーをクリックして
ください。

※下記商品は取扱い終了しました。
・BV トレーナー M サイズ
・シルバコンパス No.3G

維持会員加入にご協力ください!!

・ドイターウォッシュバックⅡ

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。

・ナルゲン広口ボトルシーブルー0.5L

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

スカウトカタログ 2011－2012
が出来ました。

※詳しくは大阪連盟事務局まで

日本連盟から各団需品担当者に、５月下旬頃
発送されます。

日本ボーイスカウト大阪連盟

また、指導者にはスカウティング誌５月号と
一緒に送付済みです。

〒540-0006
大阪市中央区法円坂 1-1-35
（アネックスパル法円坂

4 階）

電話 06-6943-0043 FAX06-6944-1573
ホームページ

http://swo.to/

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 －

