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大阪市消防局 出初式

第９回ハワイ・レインボー・キャンプ
派遣団始動

新春恒例の大阪市消防局出初式のパレードに
ボーイスカウト大阪連盟が参加しました。

ボーイスカウト部門の最高の進級章である菊章

1 月 5 日（日）
、南港 ATC (ｱｼﾞｱ太平洋ﾄﾚｰﾄﾞｾﾝ

を取得したスカウトを対象として、選抜されたスカ
ﾀｰ)一帯で行われた出初式パレードに淀川北地区、 ウトを海外に派遣し、
「海外スカウトとの交流」
「異
南東地区、阪南地区のスカウト達が招待参加し、 文化との出会い」「異国でのキャンプ生活」等多く
凛々しく行進しました。
の体験を通じ、広い視野と国際感覚を身に付けたス
カウトを育成することを目的としたこのキャンプ
も、第９回を数えることとなりました。
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派遣スカウト（２４人）
豊能１人、豊中１人、三島３人、吹田２人、
なにわ１人、城北２人、北大阪１人、
北河内２人、南東２人、阪南１人、東阪３人、
南大阪１人、泉州１人、泉州東３人
（男２０人・女４人）
○12 月 22 日（日）に「保護者・隊長説明会」
「第１
回派遣団集会」を実施しました。
○3 月 20 日（木）～21 日（金・祝）に出発直前訓練を、
3 月 21 日（金・祝）に、結団式・壮行会を、いずれも
長居ユースホステルで行います。

平成２５年度の目標
『団・隊を支援できる強い地区の再生を目指そう － すべての支援を団・隊に』
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指導者の研修
◎安全セミナー開設報告
第６回安全セミナー

団活性化に向けて

富 士 章 受 章
面接日

１２月２６日

29 人履修

「育成会長・団委員長＆地区役員」の集い

４人

柗本 健人くん 豊中第５団（豊中）
プロジェクト
｢ピザじゃなくてピッツァを作ろう！｣
｢じゃあいつ走る？今でしょ！｣
｢君らの日常生活は豊かすぎる
現代文明のありがたさを見つめ直せ！｣
谷 満梨奈さん 河内長野第５団（泉州東）
プロジェクト
｢クリスマスコンサートを成功させよう｣
｢教会（日曜学校）の奉仕｣
｢バスケットボール部で試合に出場し、
一年以内にシュートを決める｣
｢ペットボトルのキャップで
世界の子供にワクチンを届けよう」
植田 暉久くん 羽曳野第１団（南大阪）
プロジェクト
｢燻製作り｣
｢ダイバーになるために｣
｢少年武道錬成大会に向けて｣
久原 尚太くん 羽曳野第４団（南大阪）
プロジェクト
｢屋外でおせち｣
｢消防魂｣
｢改造するぞー｣

◎隼スカウト
三 島地区
泉 州地区

計３人
２人
１人

◎菊スカウト
豊 中地区
吹 田地区

計２人
１人
１人

各団・各地区とともに「すべての隊を標準隊に」
の実現に向け、育成会長・団委員長・地区役員が、
各団・各地区の再生、改革に向けて一丸となって
取り組み、共に地域連携の成功に学び、団・地区
の活性化に役立てて頂き、心を一つにして頂くた
めの集会を開催します。
◎テーマ：団・地区の「再生、改革」に向けて
◎日 時：平成 26 年 1 月 26 日(日)
午後 12 時 30 分～16 時 40 分
◎会 場：アネックスパル法円坂

７階

◎参加費：無料
◎服 装：制服

第３３回大阪国際女子マラソン大会
1 月 26 日(日)に開催される「第３３回大阪
国際女子マラソン大会」に、今年も大阪連盟から
沿道警備に多数が奉仕をします。

『スカウト募集プロモーション』
制作タスクチーム員募集
大阪のボーイスカウト活動を踊って紹介する
プロモーションビデオを制作します。ボーイスカ
ウトの活動を「楽しそう」「面白そう」と広く伝
える取組みに協力して頂ける仲間を募集してい
ます。
期間：平成 26 年 6 月 30 日まで
対象：スカウト、指導者、保護者、
その他（加盟員・非加盟員は問いません。
）
求める人材：
監督、撮影スタッフ、編集スタッフ、
ダンス指導スタッフ、デザイナー、
音楽スタッフ、
その他（この趣旨に賛同し協力いただける方）
※ 詳細につきましては、各地区総務委員長まで
お問合せ下さい。
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各団ご案内

海外派遣募集

各団へ、下記の書類・案内を送付しています。
1. 平成２６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
大阪連盟〆切

３月８日（土）

２．研修所参加のご案内
３． 「登録５０年表彰申請」について
大阪連盟〆切

◎平成 26 年度 CJK ベンチャープロジェクト派遣
期間 平成 26 年 8 月 1 日～7 日
場所 中国（台湾）
応募資格 ・平成 26 年度にＶＳ登録の者
・VS 章を取得している者

２月２８日（金）

４．平成２６年度「緑の募金」運動街頭募金
打ち合せ会開催の件
申込書提出〆切

◎平成 26 年度スカウト・オーストラリア
短期留学（学習旅行）派遣
期間 平成 26 年夏季(6～8 週間)
場所 オーストラリア
応募資格 ・15 歳～17 歳のＶＳ
・VS 章を取得している者

２月１３日（木）

※ 説明会は２月２８日（金）午後７時００分～
大阪スカウト会館にて開催します。

研修所参加のご案内
研修所参加のご案内を各団にお送りしていますので、
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
大 阪 第 ４２期 H２６．１１．１（土）～１１．３（月・祝）

WB 研修所カブスカウト課程
大阪第１５２期 H２６．５．４（日・祝）～５．６（火・振休）
大阪第１５３期 H２６．９．１３（土）～９．１５（月・祝）

WB 研修所ボーイスカウト課程
大阪第１５９期 H２６．５．３（土・祝）～５．５（月・祝）

◎平成 26 年度韓日スカウトフォーラム派遣
期間 平成 26 年 7 月 28 日～8 月 6 日
場所 韓国
応募資格 ・高校 3 年生以下のＶＳ
・VS 章を取得している者
・参加に必要な英語力がある者
◎第 4 回韓国インターナショナル
パトロールジャンボリー派遣
期間 平成 26 年 8 月 1 日～6 日
場所 大韓民国
応募資格 ・中学 2 年～17 歳のＢＳ･ＶＳ
・ボーイは１級章以上、
ベンチャーは VS 章以上の者
◎第 12 回世界スカウトユースフォーラム派遣
期間 平成 26 年 8 月 2 日～8 月 17 日
場所 スロベニア国
応募資格 ・18 歳～25 歳のＲＳ・指導者
・参加に必要な英語力がある者
◎平成 26 年度スカウト特別海外派遣
期間 平成 26 年度内(2～3 週間)
場所 本人希望の国
応募資格 ・平成 23～25 年度に富士章受章者

大阪第１６０期 H２６．１１．１（土）～１１．３（月・祝）

WB 研修所ベンチャースカウト課程
大阪第２６期 H２６．１０．１１（土）～１０．１３（月・祝）

◎平成２６年度アイルランド英語研修・
キャンプスタッフ派遣
期間 平成 26 年 8 月 10 日～9 月 16 日
場所 アイルランド
応募資格 ・18 歳～25 歳のＲＳ・指導者
・23WSJ で奉仕を希望する者

団委員研修所
大阪第３期 H２６．５．３（土・祝）～５．５（月・祝）

受付期間
５月コース H２６.２.１（土）～３．３１（月）午後５時
９月コース H２６.６．２（月）～７．３１（木）午後５時
１０月コース H２６．７．１（火）～８．３０（土）午後５時

いずれも大阪連盟締切り

１１月コース H２６．８．１（金）～９．３０（火）午後５時

平成 26 年 3 月 18 日（火）

※安全セミナー は、年６回（5 月、6 月、9 月、11 月
12 月､3 月)開催。開催月の前々月末日申込締切。

※ 詳細については日本連盟ホームページで確認の
上、各地区国際委員長までお問い合わせ下さい。
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うぶ声

☆スカウト用品からのお知らせ☆

吹田地区 吹田第２３団 ローバー隊

新規

阪南地区 大阪第１３４団ビーバー隊

復活

新商品のご案内

＜平成２６年１月９日付け承認＞

【スヌーピーグッズ】
 ケース付ノート

大阪連盟再生プログラム

ピンク／ブルー

＠８１９円

 クリアポーチ

【元気サポートシート】

ピンク／ブルー／イエロー

平成１９年度から取り組みを進めております再

＠８１９円

 メモパッド

生プロジェクトへの、団や地区での推進支援のた

ピンク／ブルー

めの『元気サポートシート』を、地区を通じて各

 ステンレスマグカップ

＠２９４円
＠１，２６０円

団へ配布させて頂いており、それぞれに活用頂い
※ 詳細につきましては、1 月号スカウティング

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

誌をご覧ください。

ページから、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。

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。

※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

特別維持員：１口５万円

ください。

賛助維持員：１口１万円
通常維持員：１口２千円

大阪連盟の現状 H25．12．25

※詳しくは大阪連盟事務局まで

200 団
862 隊
165 隊
192 隊
196 隊
189 隊
120 隊
6,165 人
2,171 人
2,718 人
11,054 人

団の数
隊の数
ビーバー隊
カブ隊
ボーイ隊
ベンチャー隊
ローバー隊
スカウト数
団委員数
指導者数
合計

日本ボーイスカウト大阪連盟
〒543-0052
大阪市天王寺区大道 5-4-6
大阪スカウト会館
電話 06-6770-0043 FAX06-6770-0044
ホームページ http://swo.to/

平成２５年度の重点課題
１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

第１６回日本ジャンボリーを成功させよう
新地区移行のための環境及び条件整備を行う
組織の充実と財源の確保
ユース年代スカウトの意思決定への参画
安全・防災の体制作り
国際人たるスカウトの育成
広報活動を充実させる
－4－

