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大阪連盟富士章受章スカウト激励会
３月１４日（金）に、ＯＢＰパナソニックタワーにおいて、平成２５年度に富士章を受章したスカウト
を対象とした激励会が、谷井連盟長主催で開催されました。
当日は、富士章受章に向けた取り組みの中で楽しかったこと、工夫したことなど、様々な体験を１８人
の富士スカウトがそれぞれに紹介し、谷井連盟長から激励のお言葉を賜りました。
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平成２５年度
富士スカウト代表表敬

鱸 優太くん 高槻第１団（三島）
プロジェクト
｢知ろう！阪急電鉄の歴史｣
｢サイコロ GOGO 東京へ！！｣
｢昔あった！！ハワイに鉄道｣

◎ 東宮御所参殿（４月２日）
＜代表スカウト＞
交野３団 津守 瞳、大阪７０団 岸田悠輝
泉北３団 俵谷侑吾、四條畷１団 川口 長

面接日

３月２８日

３人

河内長野５団 谷満梨奈
◎ 首相官邸・文部科学省（４月２日）
＜代表スカウト＞
東大阪５団 西岡七海、大阪２団 熊田憲隆
高槻５団 薮中 惇、寝屋川４団 親木日菜子
堺２７団 戸谷明寛、大阪１１団 岡本陽花

長田 哲史くん 大阪第１８団（なにわ）
プロジェクト
｢レインボープロジェクト
『日本人て、どんな人？』｣
｢帰宅困難者にならない為に
～19.9km の帰り道｣

文部科学省では、代表スカウトの中から、東大阪
5 団 西岡七海さんが司会進行を務めました。

富 士 章 受 章
面接日

３月２７日

４人

橋本 直樹くん 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！｣
｢Let’s sink in the sea｣
｢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！｣
西田 純子さん 岸和田第４団（泉州南）
プロジェクト
｢衝撃的な ECO｣
｢私って、帰宅難民？｣
｢未来の食料：虫？｣
櫻井 陽菜さん 泉北第３団（泉州）
プロジェクト
｢京都のお寺に行こう！｣
｢カブスカウト隊のリーダー補助をする！！｣
｢遺伝子組み換え作物の実態とは！？｣

後田 文也くん 羽曳野第４団（南大阪）
プロジェクト
｢I want to know Hawaii, How about you?｣
｢人間とロボット～ロボコンまでの半年間～｣
｢宗教を通じて学ぶこと｣
国山 聡大くん 東大阪第４団（東阪）
プロジェクト
｢クリスマス会｣
｢22WSJ ワッペン収集｣
｢C 言語を使ってプログラムを作ってみる｣

◎隼スカウト
三 島地区
淀川北地区
城 北地区
東 阪地区
南大阪地区

計１１人
２人
２人
２人
１人
４人

◎菊スカウト
なにわ地区
城 北地区
東 阪地区
南大阪地区
泉 州地区

計１６人
２人
６人
２人
２人
４人
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日赤水上安全法短期講習会

ハワイ・レインボー・キャンプ
３月２１日〜２９日に、第９回ハワイレインボ
ーキャンプがハワイで行われました。大阪の各地
から集まったベンチャースカウトが、施設や景勝
の見学や現地のスカウトとの交流など様々なプ
ログラムを楽しんで、無事に帰国しました。
派遣の様子は、専用ブログをご覧ください。
http://9th-rainbowcamp.sblo.jp/

夏季プログラムを前に、水辺の活動での安全
についての知識と実技を修得することを目的
に、日赤水上安全法の内、溺者救助法を中心と
した短期講習会を開催します。
日時：７月１３日(日) 午前９時～午後４時
場所：大阪市立生野中学校（予定）
対象：大阪連盟所属の指導者及びその予定者
定員：５０人
服装：制服
（お持ちでない方は、ネッカチーフ着用）
参加費：１０００円（資料代など）
申込み：６月２６日(木)大阪連盟締切
※ お申込みは、各地区の指導者委員長まで。

第８６回選抜高等学校野球大会
開会式・閉会式 奉仕

人

第 86 回記念選抜高等学校野球大会開会式・閉
会式に、大阪連盟から２４名のベンチャースカウ
トが奉仕しました。

事

◎地区副コミッショナー
城北地区

井上 伸子 氏
就任
米田 すみえ 氏

◎地区副コミッショナー
城北地区

３月２９日(土)、３０日(日)の２日間、ＮＨＫ
大阪放送局 1 階フロア「アトリウム」で、
「人と
人をつなごう」をテーマに開催されました。
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など、ボーイ
スカウトを紹介するプログラムが開催され、
たくさんのご来場でにぎわいました。

来
就任

◎団担当コミッショナー
城北地区

大阪連盟スカウト展

往

辞任
岩井 弘樹 氏

◎団担当コミッショナー

辞任

城北地区

磯林 征一 氏

城北地区

衛藤 祐一郎 氏

城北地区

辻中 克己 氏

＜平成２６年４月１０日付け承認＞

大阪市こどもカーニバル
「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

うぶ声
泉州地区

堺第１１団 ローバー隊

復活

泉州地区

和泉第３団 ローバー隊

新規
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＜平成２６年４月１０日付け承認＞

大阪ボーイスカウト振興協会が、
一般財団法人に移行しました。

平成２６年度大阪連盟年次総会
開 催 日

６月１日(日)１３時～

4 月 1 日に、第三代会長として、江崎勝久

場

アネックスパル法円坂

氏（江崎グリコ株式会社 代表取締役社長）が

所

７F なにわのみやホール

就任されました。
また同日、一般財団法人として、新たなス
タートを迎えました。

事務局からのお知らせ

http://scout-osaka.sakura.ne.jp/

◎事務局職員 採用
伊東

徹二 職員

＜平成２６年４月１日付け＞

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、
一財）大阪ボーイスカウト振興協会
の支援を受けています。

椋本彦之 元副連盟長

メモリアルストーン
キャンプおおさかに設置

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

『椋本彦之 元副連盟長メモリアルストーン』が、

※詳しくは大阪連盟事務局まで

4 月 13 日にキャンプおおさかの大広場北側に設置
されました。これは、ハワイ・レインボー・キャン
プを立ち上げ、ハワイと大阪の懸け橋となられた椋
本彦之 元大阪連盟副連盟長への感謝の記念に、皆
様の募金によってハワイＤＡＶのキャンプ地に設
置されていたものです。
当日は、椋本夫人をお招きし、大阪連盟役員・レ
インボーキャンプ指導者・当日のキャンプ場整備奉
仕者約 70 人が参加して、セレモニーを行いました。
キャンプおおさか利用の際には、是非お立ち寄り
ください。平成 21 年の募金・平成 22 年の植樹・今
回の帰国設置にご協力を戴いたみなさんありがと

大阪連盟の現状 H26．3．31
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

200 団
865 隊
166 隊
192 隊
196 隊
189 隊
122 隊
6,226 人
2,174 人
2,721 人
11,121 人

うございました。
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/
除幕される椋本夫人・ご令嬢
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