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ボーイスカウト救急法講習・考査会
４月１２日（土）と１３日（日）に、大阪スカウト会館にて「技能章『救急章』ボーイスカウト救急法
講習・考査会」を開催しました。大阪市消防局の応急手当普及員・日赤救急法指導員を講師として、救急
法の講義・手当の実技講習・筆記テストに取り組み、１６人が修了しました。
また、同日程で「ボーイスカウト救急法講習会 講師養成講習会」を開催し、講習時に使用する器材の整
備方法・講習内容の統一などの研究をしました。
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研修所春期コース履修

平成２６年度大阪連盟年次総会
日時：平成２６年６月１日（日）１３時～
場所：アネックスパル法円坂

平成２６年度ウッドバッジ研修所・団委員研修
所の大阪連盟開設コースが実施され、下記の人数

７階ホール

の方が履修されました。

（大阪市中央区法円坂 1-1-35）
次第： １．開会

◎ウッドバッジ研修所

２．表彰

・ＢＳ課程大阪第１５９期

３．議事

５月３日～５日

・平成 25 年度事業報告の件

３５人履修

・ＣＳ課程大阪第１５２期

・平成 25 年度決算報告の件

５月４日～６日

・平成 26 年度事業計画の件

３２人履修

◎団委員研修所

・平成 26 年度予算の件

・大阪第３期

・大阪連盟費改定の件

５月３日～５日

・役員選任の件

１６人履修

・連盟長推戴の件
４．閉会

研修所秋季コース参加のご案内

５．連盟長推戴式

９月～１１月にかけて ウッドバッジ 研修所秋季コ
ースが開催されますので、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
◎隼スカウト

大 阪 第 ４２ 期 H２６．１１．１（土）～１１．３（月・祝）

計２人

三 島地区

１人

北河内地区

１人

WB 研修所カブスカウト課程
大阪第１５３期 H２６．９．１３（土）～９．１５（月・祝）

◎菊スカウト

計９人

三 島地区

７人

城 北地区

２人

WB 研修所ボーイスカウト課程
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

大阪市こどもカーニバル

大阪第２６期 H２６．１０．１１（土）～１０．１３（月・祝）

４月２７日（日）に、大阪城公園太陽の広場で
開催された「平成 26 年度大阪市こどもカーニバ
ル」に大阪連盟が協力団体として参加しました。
多数の子どもたちが「ロープ回し体験」「火おこ

受付期間
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
１１月コース H２６．８．１（金）～９．３０（火）午後５時

し体験」を楽しみました。
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ワッペン デザイン募集

あべのハルカス クラフト教室
大阪連盟では、あべのアルカスで「クラフト教
室」を開催しています。
ボーイスカウトの広報活動の一環として、お誘
い合わせの上、多数のご来場をお願い致します。
◎今後の日程
第２回 ６月２９日（日）１３時～１７時
第３回 ７月１９日（土）１３時～１７時
◎場所
あべのハルカス ８階街ステーション

技能章「消防章」講習・考査会
大阪市消防局のご協力を頂き、「消防章」の
講習・考査会を開催します。
日

時：平成２６年７月２１日（月・祝）
午前９時３０分～午後４時

場

所：大阪市消防局（大阪市西区）

対

象：ＢＳ・ＶＳ
但し、ＢＳは２級以上の中学生

定

大阪連盟スカウトフォーラムへの取組みとし
て、大阪連盟のベンチャースカウト全員が着用す
る「スカウトフォーラム参加章」を作製します。
この参加者ワッペンのデザインを下記の通り
公募します。
奮ってのご応募をお待ちしております。
◎作品の条件
・未発表のもので色の使用は５色程度
・数年間活用できるデザインであること
◎応募の条件
・大阪連盟加盟員であること
・一人で複数デザインの応募も可
・応募された作品は返却しません
◎作品の利用
・採用作品は参加者ワッペン及び、各種資料
等に使用する
・デザインは、制作者の同意を得て、一部修
正する場合があります
◎募集締切
６月５日（木）大阪連盟事務局 必着
※ 詳細につきましては、各地区スカウト委員
長までお問い合わせ下さい。

員：３０人

申込み：６月５日(木)大阪連盟締切

連盟長 感謝と歓迎の集い

※ 詳細につきましては、各地区スカウト委員
長までお問い合わせ下さい。

日赤水上安全法短期講習会
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、各地区指導者委員長まで。

長年に渡り、本連盟をご指導、ご牽引戴きまし
た谷井昭雄連盟長は今期をもってご勇退の意向
を示され、来る年次総会をもって退任されること
となりました。
後任には、パナソニック株式会社前社長であり
ます大坪文雄特別顧問をご推挙戴きました。
６月１日の年次総会では、新連盟長の推戴式を
執り行わせて戴きます。
谷井連盟長への感謝と、大坪新連盟長の歓迎の
集いを下記の通り開催致しますので、大阪連盟各
団代表のご参加をお願い申し上げます。
◎日時 平成２６年６月１５日（日）
１４：００～１６：３０（１３：３０受付）
◎場所 旧桜ノ宮公会堂
（大阪市北区天満１－１－１）
※会場には駐車場はありません。
◎服装 平服
※ お申込みは、各地区総務委員長まで。
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☆スカウト用品からのお知らせ☆
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。

新商品のご案内
◎ エンブレム Ｔシャツ
Ｓ～ＸＸＬの 5 サイズ

＠２，７００

◎ Ｇｏ ｆｏｒｗａｒｄ Ｔシャツ

キャンプおおさか整備作業

Ｓ～ＸＸＬの 5 サイズ

＠２，７００

◎ ＳＣＯＵＴ Ｔシャツ
4 月 13 日(日)

作業奉仕者 39 人

Ｓ～ＸＸＬの 5 サイズ

※次回の整備は 6 月 22 日(日)に実施します。

＠２，７００

【２３ＷＳＪ関連】
◎ ２３ＷＳＪ ポロシャツ
Ｓ～ＸＸＬの 5 サイズ

人

事

往

来

＠４，２００

◎ ２３ＷＳＪ Ｔシャツ
Ｓ～ＸＸＬの 5 サイズ

◎地区副コミッショナー

辞任

阪南地区

和田 敏哉 氏

阪南地区

市橋 與宜 氏

阪南地区

川口 暢章 氏

＠２，７００

◎ ２３ＷＳＪ小判キーホルダー

＠３００

※ 終了致しました商品が御座いますので、ご注文
の際は在庫をご確認下さい。

＜平成２６年５月８日付け承認＞
※ ４月からの消費税率変更により一部の商品の
価格が改定されております。日本連盟ホームペー
ジ内スカウトショップにて詳細をご確認下さい。

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

大阪連盟の現状 H26．4．30

賛助維持員：１口１万円

団の数

196 団

通常維持員：１口２千円

隊の数

837 隊

※詳しくは大阪連盟事務局まで

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/
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ビーバー隊

156 隊

カブ隊

189 隊

ボーイ隊

190 隊

ベンチャー隊

180 隊

ローバー隊

122 隊

スカウト数

5,377 人

団委員数

2,041 人

指導者数

2,488 人

合計

9,906 人

