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技能章「消防章」講習・考査会
３月２日（日）に、大阪市消防局の全面協力を
得て、大阪市立阿倍野防災センターにおいて、技
能章「消防章」の講習・考査会を開催しました。
市民として必ず身につけておきたい「消防」の

野外力検定「アウトドアチャレンジ」が、3 月
8 日(土)に大阪市立本田
小学校で開催されました。

知識の講義と、煙体験、初期消火、119 番通報な

たくさんの地域の子ども

どの実技に２２人のスカウトが参加しました。

たちが、野外力を試す検
定プログラムに挑戦し、

第８６回選抜高等学校野球大会
奉仕練習が始まりました

｢合格証｣を手にしました。

来る「第８６回選抜高等学校野球大会」奉仕に

Ｂ－Ｐ祭 報告

向けて、大阪連盟の各地区から選抜されたスカウ

今年も、各地区でＢ－Ｐ祭が開催されました。

トの練習が今年も始まりました。

2/2(日) 泉州・泉州東・泉州南地区

開会式・閉会式奉仕の練習を 3 日間に渡って
行っています。

あべのハルカス「縁活フェスティバル」

大浜公園内、及び相撲場
2/16(日) 豊能地区

芦原公園

2/16(日) 豊中地区

服部緑地公園南広場

2/16(日) 三島地区

いましろ大王の杜
今城塚古墳公園一帯

３月８日（土）に、あべのハルカスのグランド

2/16(日) 吹田地区

オープンに合わせて開催された「縁活フェスティ
バル」に参加しました。

北千里公園
青山台中学校体育館

2/16(日) 北河内地区 守口市教育文化会館

当日は、クラフトコーナーとして、ロープのお
花つくりを担当しました。

淀川河川敷
2/16(日) 阪南地区

ご来場頂いた皆様、ありがとうございました。

大阪市立林寺小学校

2/23(日) 淀川北地区 大阪市立豊里小学校

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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平野 新くん 堺第２８団（泉州）
プロジェクト

富 士 章 受 章

｢遭難しちゃった！？ そうなんです…｣
｢朝はつらいんです…｣

面接日

２月２７日

４人

上畑 光くん 枚方第３団（北大阪）
プロジェクト

利岡 正義くん 堺第２８団（泉州）
プロジェクト
｢一年以内に賞を三つ以上とる！｣

｢千の鶴｣

｢世界の名作を目撃すべし｣

｢チャリ走｣

｢デジタルアニメーション｣

｢the ONSEN｣
下村 蛍輔くん 豊中第２団（豊中）

小林 聖樹くん 堺第２８団（泉州）

プロジェクト

プロジェクト

｢5TCinger Song Writer!!｣

｢Let’s 農業｣

｢北陸に乾杯！｣

｢セミナリー｣

｢世界遺産ライダー｣

｢少林寺拳法で全国大会に出場｣

岸本 俊泰くん 高槻第５団（三島）
森下 光稀くん 堺第２８団（泉州）

プロジェクト
｢Japanesque 新大阪版 The fence of temple｣

プロジェクト

｢Japanesque 上海版、大阪版、済南版｣

｢Yes, Halloween｣

｢Japanesque 伝承編

｢早起きと言えばーそう、セミナリー！！｣

The natural beauty of art｣

｢地域の安全を守るのは誰だ？オレダ！！｣

水野 英之くん 四條畷第１団（北河内）
プロジェクト
｢団キャンプサイト改修｣
｢ものづくりキャンプ（改修Ⅱ）｣
｢リーダーの視点 ～指導者への第一歩～｣

面接日

２月２８日

◎隼スカウト

５人

計５人

吹 田地区

２人

東 阪地区

１人

南大阪地区

１人

泉 州地区

１人

鶴川 倫子さん 和泉第３団（泉州）
プロジェクト

◎菊スカウト

計５人

｢朝霧と大阪をつなぐ親子の架け橋、通信員｣

豊 中地区

２人

｢陸上を支える 審判員｣

東 阪地区

１人

｢放置ゴミ、一掃大作戦｣

泉 州地区

２人
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大阪連盟スカウト展
第 10 回大阪連盟スカウト展が開催されます。
当日は、パネル展示、スカウト活動写真コンテス
トや、スカウト技能体験コーナー、カブラリーの
ロープワークポイントなど、ボーイスカウトを紹
介する楽しいコーナーを準備しています。お誘い
合わせの上、多数のご来場をお待ちしています。

『ボーイスカウト救急法講習会』
講師養成講習会
「ボーイスカウト救急法講習会」の講師を養成
する講習会を開催します。
◎日時：
平成 26 年 4 月 12 日(土)

＜第１回＞

平成 26 年 4 月 13 日(日)

開催日：平成 26 年 3 月 29 日（土）、30 日（日）
時 間：午前 10 時～午後 5 時まで
テーマ：「人と人をつなごう」
会 場：ＮＨＫ大阪放送局
１階フロア「アトリュウム」

平成 26 年 5 月 10 日(土)

＜第２回＞

平成 26 年 5 月 11 日(日)
※いずれも土曜日 午後 1 時～午後 9 時
日曜日 午前 9 時～午後 5 時
土日の 2 日間連続受講が必要です。
◎場所：大阪スカウト会館

技能章『救急章』

◎対象：日本赤十字社救急法指導員・救急員

ボーイスカウト救急法講習・考査会

消防署応急手当普及員、医師、看護師、

技能章「救急章」考査細目(1) に定める「ボー
イスカウト救急法講習会」及び技能章『救急章』
の考査会を開催します。
◎日時：
＜第１回＞ 平成 26 年 4 月 12 日(土)
平成 26 年 4 月 13 日(日)
＜第２回＞ 平成 26 年 5 月 10 日(土)
平成 26 年 5 月 11 日(日)
※いずれも土曜日 午後 6 時～午後 9 時
日曜日 午前 9 時～午後 5 時
土日の 2 日間連続受講が必要です。
◎場所：大阪スカウト会館
◎対象：ベンチャースカウト
◎定員：各回 30 人
◎申込：平成 26 年 3 月 31 日(月)大阪連盟締切
※ 各地区スカウト委員長までお申込み下さい。

消防救急隊員、救急救命士、
その他医療関係従事者・救急指導員
◎定員：各回 10 人（先着順）
◎申込：開催前月末日 大阪連盟締切
※ 大阪連盟ホームページをご覧の上、お申込み
ください。

アクティブタスクチーム員募集
大阪連盟が新たに作成する、記念品やスカウト
用品等の、企画、デザイン、制作などを担当する
タスクチーム員を募集します。
任期：平成 27 年 6 月 30 日まで
対象：スカウト、指導者、保護者、

大阪市こどもカーニバル

その他（加盟員・非加盟員は問いません。
）
求める人材：

「平成 26 年度大阪市こどもカーニバル」に今
年も大阪連盟が協力団体として参加し、「ロープ
回し体験」
「火おこし体験」を担当します。
是非お立ち寄りください。
日 程： 平成２６年４月２７日（日）
会 場： 大阪城公園 太陽の広場

デザイナー、関連する業務経験のある方、
その他（この趣旨に賛同し協力いただける方）
募集期間：第二次募集 任期終了まで随時
※ 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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人

事

往

◎地区副コミッショナー

来

事務局からのお知らせ

辞任

◎ スカウト用品販売休業日のお知らせ
価格改定等の変更作業に伴ない

淀川北地区 藤田 拓郎 氏
＜平成２６年３月１３日付け承認＞

４月２日(水)、４日(金)は
スカウト用品販売を休業致します。
※新年度は、４月５日(土)販売開始です。

うぶ声
三島地区

高槻第５団 ローバー隊

復活

三島地区

茨木第７団 ローバー隊

新規

大阪連盟再生プログラム

＜平成２６年３月１３日付け承認＞

【元気サポートシート】
維持会員加入にご協力ください!!

平成１９年度から取り組みを進めております再

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。

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

特別維持員：１口５万円

ていることと存じます。

賛助維持員：１口１万円

今般、ご要望により、各シートを大阪連盟ホーム

通常維持員：１口２千円

ページから、ダウンロード頂けるように準備を致

※詳しくは大阪連盟事務局まで

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。

大阪連盟の現状 H26．2．28

※トップページ（http://swo.to/）より、「元気

200 団
865 隊
166 隊
192 隊
196 隊
189 隊
122 隊
6,222 人
2,174 人
2,721 人
11,117 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

サポートシート」のコーナーをクリックして
ください。

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－

