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平成２６年１０月９日発行
日本ボーイスカウト大阪連盟

OSAKA COUNCIL, SCOUT ASSOCIATION OF JAPAN

平成２６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』

■「心臓・呼吸停止応急手当」短期講習「講師養成講習会」開催
9 月 24 日(水)に、大阪スカウト会館にて、大阪市消防局より講師を招き、ボーイスカウト「心臓・呼吸
停止応急手当」短期講習「講師養成講習会」を開催しました。修了者 30 人。
この事業は大阪市消防局との共同事業として実施するもので、大阪でボーイスカウト活動に参加する青
少年全員に救命手当・応急手当を普及することを目的に開催しています。昨年度より 1000 人を超える
ベンチャースカウト・ボーイスカウトに講習を実施しており、今回の講習を加えて、これまでに 191 人
の講師を養成しています。

■消防フェスタ「大阪のまち・いのちを守ろう！冬の陣」
10 月 4 日(土)に、大阪城天守閣広場にて、防フェスタ「大阪のまち・いのちを守ろう！冬の陣」が開催
されました。
当日は、大阪連盟より、35 人のスカウトと 36 人の指導者・保護者が参加をしました。
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■第７回国際活動セミナー
スカウト運動ならではの魅力のひとつである「国際プログラム」の素晴らしさを多くのスカウト・指導
者の皆さんに理解し、積極的に推進していただくことを目的として「第７回国際活動セミナー」を開催
します。ビーバー、カブの皆さんも奮って参加をお待ちしています。

日 時：平成 26 年 11 月 16 日(日)

午前 10 時～午後 4 時

場 所：大阪スカウト会館
参加費：無料
内 容：基調講演 「２３ＷＳＪに向けて」(仮題)

赤塚広之 23WSJ 準備室長

海外派遣報告、資料展示、ゲーム、クイズ、外国語バッジ認定、相談コーナー等
※ 詳細につきましては、各地区国際委員長へお問い合わせください。

■第２３回安全フォーラム
多彩な講師陣を招き、内外に好評のこのフォーラム。今回も、魅力ある活動プログラムをより安心して
展開するスキルを磨くために役に立つ講座を予定していますので、全国のボーイスカウト関係者のみな
らず、ガールスカウト関係者をはじめ、青少年活動指導者、一般市民の皆様方の多くのご参加を心から
お待ちしています。

テーマ：
「ひろげていこう安全のカタチ」
日 時：平成 26 年 11 月 30 日(日) 午前 9 時～午後 5 時 (8 時 45 分受付開始)
場 所：近畿大学 東大阪キャンパス第 15 号館 2F (近鉄大阪線長瀬駅下車徒歩 10 分)
参加費：1200 円 (昼食・資料代含む) ※受講数を問いません。
定 員：300 人
対 象：青少年活動に関係する方はどなたでも
申込み：11 月 15 日(土) 大阪連盟締切
プログラム：
§１「阪神・淡路 20 年を迎えて ～今、防災を考える～」
(株)BCPJAPAN 代表取締役・NPO 法人 日本防災士会 大阪府支部 防災士 山口泰信氏
§２「セーフ・フロム・ハーム ～子どもたちを守る取り組み～」
水戸守法律事務所 所長 弁護士 水戸守雅之氏
§３「ツリークライミングの魅力 ～冒険を支える安全対策～」
ツリークライミングジャパン代表・中部大学 教授 ジョン・ギャスライト氏
§４「アウトドアで活用する看護法 ～楽しい活動は健康管理から～」
名古屋市立大学 看護学部・大学院看護学研究科 准教授 嶌田理佳氏
§５「あなたにもできるテーピング・テクニック」
中野整骨院 院長 柔道整復師 中野真氏

※ 詳細につきましては、各地区指導者委員長へお問い合わせください。
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■「映像コンテスト」募集のお知らせ
各隊での活動や団のＰＲに、動画の活用促進として、コンテストを開催します。
審査部門

Ａ．スキル（ハウツー）部門
Ｂ．広報・活動報告部門
Ｃ．エンタテイメント部門

各部門３０秒以内の動画を作成し大阪連盟事務局まで応募してください。
応募期間

２６年８月～２６年１１月２９日まで

発表・表彰は平成２７年２月１日開催の「地区役員・団委員長のつどい」
審査対象・スカウトや隊指導者が活動している様子を撮影したもの（大阪連盟所属団に限ります）
・活動の様子がよくわかるもの、もしくは宣伝のためにボーイスカウト運動のイメージ
を伝えることができるもの
・チャイルドプロテクションのルールに従っているもの
・作品は規定時間を越えないもの（３０秒まで）とする

■２３ＷＳＪ日本派遣団参加者募集（第２次）
平成２７年に山口県きらら浜で開催される、第２３回世界スカウトジャンボリー（２３ＷＳＪ）の日本
派遣団参加者募集（第２次）が始まりました。
日本連盟ホームページを確認の上、多数の申込みをお願いします。
※詳細は、各地区２３ＷＳＪ準備室長へお問合せください。

進 級 おめでとう！
■富士章受章
仲間 祥彦くん

（面接日：９月２５日）

１人

池田第６団（豊能）

プロジェクト
「自分の足で文化を確かめる from 大阪 to 伊勢」
「まいどまいどの（ハワイレインボーキャンプ）」

■隼スカウト
吹田地区

１人

■菊スカウト
三島地区

１人

３人
南東地区

１人

泉州地区

１人

１人

阪南地区

１人

４人
南東地区

泉州地区 １人

指 導 者 の研 修
■ウッドバッジ研修所 開設報告
 カブスカウト課程大阪第 153 期

H26/9/13(土)～9/15(月・祝)
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12 人履修

人事往来
地区副コミッショナー就任

東阪地区 林 夏代氏

地区副コミッショナー辞任

東阪地区 堤 淳子氏
東阪地区 福島敏司氏
東阪地区 田中義嗣氏

団担当コミッショナー辞任

東阪地区 廣瀬守男氏
＜平成２６年１０月９日付け＞

うぶ声
 吹田地区 吹田第２団ビーバー隊

復活
＜平成２６年１０月９日付け＞
（販売時間） 水・金 11 時～１９時
土
11 時～１７時 ※祝日を除く

スカウト用 品 ＮＥＷＳ
●２３ＷＳＪ記念品

新製品のご案内

詳しくはスカウティング１１月号を参照下さい

・革ベルト 赤茶

￥８，１００

・革キーホルダー 立体型ハット

・革ベルト ナチュラル

￥６，５００

・革キーホルダー 立体型キャップ ￥５４０

・革チーフリング Ｓ章

￥６５０

・弥栄ピンバッチ いぶし銀

￥２００

・革チーフリング 立体ハット

￥８７０

・弥栄チーフリング いぶし銀

￥３５０

■大阪連盟の現状
団の数

１９４団

隊の数

８３４隊

￥６５０

H26.９.30

ビーバー隊

カブ隊

ボーイ隊

ベンチャー隊

ローバー隊

１５８隊

１８６隊

１８８隊

１７９隊

１２３隊

加盟員数 １０，１９６人
スカウト数

指導者数

団委員数

５，５８５人

２，５２８人

２，０８３人

維持会員の加入にご協力をお願いします
大阪のボーイスカウト運動の活動は、

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。
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

※詳しくは、大阪連盟事務局までお問合せをお願いします。

〒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
FAX 06-6770-0044
http://swo.to/
E-mail scout_osk@msf.biglobe.ne.jp
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