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平成２８年４月１４日発行
日本ボーイスカウト大阪連盟

OSAKA COUNCIL, SCOUT ASSOCIATION OF JAPAN

■大阪連盟富士章受章スカウト激励会
３月１２日(土)に、ＯＢＰパナソニックタワーにおいて、平成２７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、大坪連盟長主催で開催されました。
当日は、２０人の富士スカウトが参加し、スカウト活動の魅力や富士章に挑戦した体験談などを語り、
大坪連盟長より激励のお言葉を賜りました。

■平成２７年度富士スカウト代表表敬
東宮御所参殿（３月１５日～１６日）

首相官邸・文部科学省（３月２９日～３０日）

大阪第５３団 菰池拓真、
大阪第８５団 星川恭賛

河内長野第５団 高見祐佳、大阪第８５団 森浩輝

四条畷第１団 川口正、
東大阪第６団 倉森須美果

吹田第９団 今岡智輝、大阪第２１団 齋藤慶弥
狭山第１団 松葉稜、茨木第９団 小原樹也
吹田第９団 羽田彩人、大阪１２３団 香山莉子
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■第８８回選抜高等学校野球大会

開会式・閉会式奉仕

第８８回選抜高等学校野球大会開会式・閉会式に、大阪連盟のベンチャースカウトが奉仕しました。

■セーフ・フロム・ハームに関するシンポジウム
３月２６日(土)に、大阪教育大学にて「セーフ・フロム・ハームに関するシンポジウムを開催しま
した。当日は、日本連盟セーフ・フロム・ハーム研究タスクチーム員の水戸守雅之氏（大阪連盟理
事）の基調講演に基づき、６０人の参加者がセーフ・フロム・ハームへの取り組みにつき学習を進
めました。

■「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：５月１５日（日） 午前９時～午後５時
場 所：大阪スカウト会館
対 象：次の資格を持つもの（もしくは取得を予定しているもの）
日本赤十字社救急法指導員、日本赤十字社救急法救急員、消防署応急手当普及員、
医師、看護師、消防救急隊員、救急救命士、その他医療関係従事者、救急指導員等
参加費：無料
定 員：１０人（先着順）
申込み：５月１０日（火）大阪連盟締切
※ 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、ＪＲ西日本あんしん社会財団様から器材の提供を受けて実施します。

■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：６月１１日(土)
午後 1 時～午後 5 時
場 所：大阪スカウト会館
対 象：１８歳以上の方（どなたでも）定員超過の場合は、大阪連盟所属員を優先します。
参加費：無料
定 員：４０人（先着順）
申込み：５月３１日(火) 大阪連盟締切
※ 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。

■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１０日（日） 午前９時～午後４時
場 所：大阪市立生野中学校
対 象：大阪連盟所属の指導者及びその予定者
定 員：５０人（先着順）
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２４日（金）大阪連盟締切
※お申込みは、各地区の指導者委員長まで。
※本講習会は、ＪＲ西日本あんしん社会財団様から器材の提供を受けて実施します。
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進 級 おめでとう！
■富士章受章

（面接日：３月２４日）

５人

文野 颯人さん
大阪第６３団（南東）
プロジェクト
『淡路島一周 サイクリングキャンプ』
『南東地区キャンプ場 快適化計画』
中山 隼輔さん
堺第６団（せんしゅう）
プロジェクト
『世界を知ろう』
『ボーイスカウトを知ってもらおー』
藤原 綾夏さん
堺第２４団（せんしゅう）
プロジェクト
『団ボリー活動』
『カナダ一年留学』
久保 絵里奈さん
堺第２４団（せんしゅう）
プロジェクト
『団ボリー活動』
『団キャンプ サイト場、改善プロジェクト』
藤原 緑夏さん
堺第２４団（せんしゅう）
プロジェクト
『団ボリー活動』
『西洋美術を学べ！！』

（面接日：３月２５日）

４人

宮本 司さん
豊中第５団（豊中）
プロジェクト
『Smoke cooking』
『フルマラソンへの道』
品川 遼太さん
豊中第２２団（豊中）
プロジェクト
『47 Zo-nin』
『Crafting TADA』
倉智 翼さん
箕面第７団（豊能）
プロジェクト
『努力しよう環境への配慮』
『世の為人の為のボランティア』
佐坂 美月さん
茨木第３団（みしま）
プロジェクト
『団行事企画』
『演劇で文化祭を成功させよう！』

（面接日：３月２６日）

２人

水谷 友莉香さん
東大阪第５団（かわち）
プロジェクト
『我はふくろう』
『駄菓子菓子』
中野 翼さん
東大阪第６団（かわち）
プロジェクト
『SKILL ＜ SPIRIT』
『駄菓子菓子』
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（面接日：３月３０日）

１人

舩引 優介さん
東大阪第４団（かわち）
プロジェクト
『キャンプおおさか清掃奉仕』
『IT スカウト』

■隼スカウト

１１人

豊中地区
きたおおさか地区

■菊スカウト

１人
２人

みしま地区
かわち地区

２人
２人

淀川北地区
せんしゅう地区

３人
１人

みしま地区
きたおおさか地区
せんしゅう地区

８人
２人
５人

淀川北地区
南東地区

１人
３人

２６人

豊能地区
なにわ地区
かわち地区

３人
１人
３人

人事往来
 地区副コミッショナー
ほくせつ地区
ほくせつ地区

就任
柗本 浩志氏
太田 雅子氏
＜平成２８年４月１４日付け＞

うぶ声
 きたおおさか地区 枚方第１８団

発団

（ビーバー隊、カブ隊、ボーイ隊、ベンチャー隊、ローバー隊）
せんしゅう地区

堺第２４団ローバー隊

発隊

＜平成２８年４月１４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
■カブＴシャツ

イエロー再入荷致しました

＃３２０１１ カブＴシャツ
＃３２０１３ カブＴシャツ
＃３２０１５ カブＴシャツ

イエロ―
イエロ―
イエロ―

Ｍ
Ｌ
ＬＬ

￥１，２６０
￥１，２６０
￥１，２６０

■販売終了商品
#83404 カブチーフリング いつも元気

#28047 チーフリングハッピータイム 紺

#82439 シルバコンパスレンジャーＰＫ

#71982 楯・ウッドバッジ

#83983 JR ﾚｲﾝｽｰﾂ・ｺｽﾓ ﾌﾞﾙｰ 140

#83985 JR ﾚｲﾝｽｰﾂ・ｺｽﾓ ﾌﾞﾙｰ 150

#83989 JR ﾚｲﾝｽｰﾂ・ｺｽﾓ ｵﾚﾝｼﾞ 140

#83991 JR ﾚｲﾝｽｰﾂ・ｺｽﾓ ｵﾚﾝｼﾞ 150

#89399 丸型飯ごう

#70955,#70957 キティワッペン③・④

■販売終了商品
２０１６－２０１７スカウトカタログは５月下旬～６月上旬発送予定
スカウティング７月号に同封される予定です
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事 務 局 からのお知 らせ



■『そなえよつねに共済』を補完する大阪連盟傷害保険の廃止について
日本連盟『そなえよつねに共済』につきましては、スカウトの親族でない非加盟員に加え、平
成２８年度からビーバー年齢未満の方も加入対象者となりました。
このことによって、平成２０年度から続けてまいりました日本連盟共済を補完する大阪連盟の
傷害保険加入は、所期の目的を達成したこととして、平成２８年度廃止することと致しました。
つきましては、各団でプログラムに見学参加されるビーバー未満等非加盟員の方は、必ず日本
連盟『そなえよつねに共済』にご加入くださいますようお願い致します。
なお、ビーバー年齢未満の方々につきましては、共済に加入できるとはいえ、安全指導等の
行き届きにくい年齢でもありますので、見学や体験プログラムに万全の対策を行って実施下さい
ますようお願い致します。

■平成２８年度 大阪連盟年次総会
下記にて、大阪連盟年次総会を開催します。
 開催日：６月５日（日）
 場 所：大阪教育大学 天王寺キャンパス

■大阪連盟事務局休務日の変更について
４月より、休務日を変更いたしております。ご理解とご協力をお願いいたします。
 事務局休務日（平成２８年４月より）
日曜・祝日及び月曜日と、別に定める夏季・年末年始の休務日
※ 新たに月曜日が休務日となり、大阪スカウト会館は閉館となります。

■大阪連盟の現状
団の数

１８０団

隊の数

７８５隊

Ｈ２８．３．３１

ビーバー隊

カブ隊

ボーイ隊

ベンチャー隊

ローバー隊

１４８隊

１６９隊

１７７隊

１６８隊

１２３隊

加盟員数

９，４１５人

スカウト数

指導者数

団委員数

５，１６５人

２，３１１人

１，９３９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

－ 5 －

