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平成２７年９月１０日発行
日本ボーイスカウト大阪連盟

OSAKA COUNCIL, SCOUT ASSOCIATION OF

JAPAN
平成２７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』

■日赤水上安全法短期講習会
平成 27 年 7 月 12 日(日)に、
大阪市立生野中学校にて、日赤水上安全法短期講習会を開催しました。
履修者 16 人。
※本講習会の資器材は、ＪＲ西日本あんしん社会財団様からの提供を受けています。

■ハワイ・レインボー・キャンプ「リユニオン」
平成 27 年 7 月 20 日(祝)に、ハワイ・レインボー・
キャンプ「リユニオン」が開催されました。
当日は、平成 17 年に始まった第 1 回からの参加者
の内 54 人が大阪スカウト会館に集い、
「今までにな
い おしゃれで 思い出深く 交流を深められる楽しい
ハワイアン パーティ」として一時を過ごしました。

■第２３回世界スカウトジャンボリー
今回のジャンボリーは、天候に恵まれプログラムをはじめ、各国参加者との熱い交流が図れました。
８月２日には、大坪連盟長・江崎財団会長が会場入りされ、大阪派遣隊野営地の視察や、アリーナ
ショーの見学をされました。大阪連盟からの参加者総数は５３４名でした。
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■技能章「消防章」講習・考査会
平成 27 年 7 月 26 日(日)に、大阪市阿倍野防災センターにて、技能章「消防章」の講習・考査会を
開催しました。当日は、25 人の参加があり、大阪市消防局の指導のもと 23 人のスカウトが所定の
考査に合格しました。

■心肺蘇生訓練器材の提供を受けました
一般財団法人 大阪市町村消防財団様から、心肺蘇生訓練用人形
（成人、幼児、乳児）各２セット、ＡＥＤ訓練器４セットを提供
していただきました。これは同財団が実施する「公益目的助成事
業」によるもので、ボーイスカウト大阪連盟が提供先に選考され
ました。大阪連盟が開催する各種救急法訓練に活用をさせていた
だくと共に、各団、各地区で開催する各種救急法訓練での活用を
お願いします。
※貸し出しについては、大阪連盟事務局までお問合せください。

■幼児救急法講習会
小学校低学年までの幼児の特徴や特性と、救命や応急の手当、並びに乳児に対する救命の手当てを学ぶ
講習会を開催します。

日 時：平成 27 年 10 月 24 日(土)、11 月 21 日(土) いずれも午後 1 時～午後 5 時
場 所：大阪スカウト会館

※両日ともに同一内容です。

対 象：大阪連盟所属の成人指導者並びに、ビーバー隊・カブ隊保護者
参加費：無料
定 員：各回４０人（先着順）
申込み：(第 1 回) 10 月 16 日(金)

(第 2 回)11 月 13 日(金)

※ 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。
※ 本講習会は、大阪市町村消防財団様からの助成を受けて実施します。
※ 本講習会の資器材の一部は、ＪＲ西日本あんしん社会財団様からの提供を受けています。

■第５回大阪マラソン
平成 27 年 10 月 25 日(日)に開催される「第５回大阪マラソン」に、大阪連盟が奉仕をします。

■第８回国際活動フェスタ
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８回国際活動フェスタ」
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 27 年 11 月 1 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：海外派遣報告、23WSJ ホームステイ報告、資料展示、ゲーム、クイズ、
外国語バッジ認定コーナー等
※ 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。
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■第３８回 大阪連盟スカウトフォーラム
ベンチャースカウトたちが、自分たちに「何が出来るのか」を考え、討議し、自らが実行するスカ
ウトフォーラムを開催します。
日 時：平成２７年１１月３日（祝・日） 午前９時３０分～午後６時 （９時 受付開始）
場 所：大阪スカウト会館
テーマ：
「Creating a Better World ～よりよい世界を創ろう～」
(1) 環境被害や自然災害に備える
(2) スカウティングとテクノロジー
(3) ちかいとおきて
(4) スカウティングと安全を考える
対 象：各地区から選出されたスカウト２名（再編をした地区は、旧地区より２名）
参加費：無料
※ 詳細につきましては、各地区スカウト委員長へお問い合わせください。

■第２４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 27 年 11 月 29 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 20 号館 M3F (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 14 日(土) 大阪連盟締切
プログラム：
§１「海外派遣プログラムにおける安全管理」
日本ボーイスカウト大阪連盟 副コミッショナー 冨田光一氏
§２「聴いておきたい食物アレルギーの話」
医療法人博友会 藤谷クリニック 小児・アレルギー科 医師 藤谷宏子氏
§３「気象災害にそなえて

～アウトドアで遭遇したその時に～」

気象予報士・防災士 三原哲司氏、気象予報士 船見信道氏、気象予報士 中島俊夫氏
§４「青少年活動と情報リスク ～情報と安全を考える～」
事業継続経営リスクマネジャー・情報セキュリティ管理士 小川時弘氏
§５「裁判事例から学ぶ安全対策

～道路交通編～」

水戸守法律事務所 所長 弁護士 水戸守雅之氏
※ 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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進 級 おめでとう！(7～８月 )
■富士章受章
松葉

稜くん

（面接日：７月２３日）

４人

狭山第１団（せんしゅう）

プロジェクト
『絆 30Km ハイク』
『The 照明』
香山 莉子さん
大阪第１２３団（阪南）
プロジェクト
『Let’s サイクリング』
『自然と要塞の無人島 ラピュタの島へ』
『香山家のルーツを探求 ご先祖様はお殿様？』
下夷 尚輝くん
大阪第１３８団（淀川北）
プロジェクト
『マップを作ろう 前人未到マップ』
『キャンプにロボットがやってきた』
齋藤 慶弥くん
大阪第２１団（淀川北）
プロジェクト
『サバイバルキャンプ』
『スカウト人数 UP』
『Service ～ツートン、ツートン～』

（面接日：８月２７日）
古川

順一くん

２人

大阪第５３団（南東）

プロジェクト
『ENJOY JAMBOREE』
『ONE FOR ALL』
吉原 健悟くん
大阪第５３団（南東）
プロジェクト
『六甲全山縦走』
『大阪ダイヤモンドトレール縦走キャンプ』

■隼スカウト
豊能地区
かわち地区

■菊スカウト
豊中地区
城北地区
阪南地区

６人
１人
２人

豊中地区
せんしゅう地区

１人
１人

きたおおさか地区 １人

２３人
1人
４人
1人

みしま地区
２人
きたおおさか地区 ５人
かわち地区
１人

なにわ地区
南東地区
せんしゅう地区

２人
６人
１人

指 導 者 の研 修
■ウッドバッジ研修所参加者募集中
 ボーイスカウト課程大阪第 162 期

H27/11/21(土)～11/23(月・祝) 申込締切：9/30(水)午後 5 時

■団委員研修所参加者募集中
大阪第 4 期

H27/11/21(土)～11/23(月・祝) 申込締切：9/30(水)午後 5 時

■安全セミナー参加者募集中
 大阪第 16 回

H27/11/15(日) 申込締切：9/30(水)午後 5 時
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人事往来
 地区副コミッショナー
きたおおさか地区

辞任
川端 久富 氏
＜平成２７年９月１０日付け＞

うぶ声
 せんしゅう地区

泉佐野第１団ビーバー隊

復活

＜平成２７年９月１０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

●新活動着が発売開始されました
・ブッシュハーフパンツ(58～110cm ８サイズ) 販売価格 ￥２，８００
・ハーフパンツ(58～110cm ８サイズ)
販売価格 ￥２，８００
・キュロット(S/M/L/LL/3L の５サイズ）
販売価格 ￥３，０００
・スカウトソックス(カーキー)
販売価格
￥５８０
・スカウトソックスロング(カーキー)
販売価格
￥７８０

事 務 局 からのお知 らせ



■キャンプおおさか整備
９月６日（日） 作業奉仕者：３０人

■大阪連盟の現状
団の数

１８１団

隊の数

７８５隊

※次回の整備は、１１月１５日（日）に実施します。

Ｈ２７．８．３１

ビーバー隊

カブ隊

ボーイ隊

ベンチャー隊

ローバー隊

１４６隊

１７０隊

１７７隊

１６８隊

１２４隊

加盟員数 ９，２５０人
スカウト数

指導者数

団委員数

５，０５５人

２，２８６人

１，９０９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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