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■平成２８年度大阪連盟年次総会 終了
平成２８年度年次総会を６月５日に、大阪教育大学 天王寺キャンパス ホールで開催しました。
多数の出席の中、すべての議案が承認され、盛会裏に終了致しました。
また、総会に引き続いて、セーフ・フロム・ハームに関する特別講話が開催されました。

大坪連盟長 挨拶

表彰式 （大阪一番賞）
横山 新・理事長 挨拶

セーフ・フロム・
ハーム特別講話
膳師 日本連盟
コミッショナー
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セーフ・フロム・
ハーム特別講話
水戸守 新・副理事長

●大阪連盟年次総会報告
☆表彰式
◎日本連盟表彰伝達
日連感謝章
公共奉仕綬
たか章 
かっこう章
隊褒彰綬

特別年功章
◎大阪連盟表彰
県連特別有功章
県連有功章
褒状
県連感謝章
感謝状
登録５０年表彰

小林武彦氏
豊中第 14 団 BS 隊
間下正司氏
梶山圭一、吉岡至浩、根本信洋、臼井康雄、川口明宏、八木隆志、
藤田秀幸、各氏
65 年綬
3 個隊
60 年綬 2 個隊
55 年綬 13 個隊
50 年綬 12 個隊
45 年綬 16 個隊
40 年綬 16 個隊
35 年綬
9 個隊
30 年綬 12 個隊
25 年綬 8 個隊
20 年綬 30 個隊
10 年綬 10 個隊
5 年綬
2 個隊
20 年章 42 人
15 年章 43 人
10 年章 63 人
5 年章 65 人
7人
30 人
84 人
2人
1人
小山孝博、山本一清、石田茂、中谷信一、吉村庄平、井上隆温、土居原紀郎、
篠原弘一、川口哲生、山口誠一、石丸寛、守口隆雄、本田博義、各氏

以上の方々に、大坪文雄連盟長から各章が手渡されました。
表彰式に続き、下記の議案が承認されました。
第１号議案
平成２７年度事業報告の件
第２号議案
平成２７年度決算報告の件
第３号議案
平成２８年度事業計画の件
第４号議案
平成２８年度予算の件
第５号議案
役員選任の件
(1) 地区を代表する理事の確認
(2) 連盟長の委嘱する理事・監事・名誉会議議員の選任
事務局長任命報告の件
☆決定した次期役員（敬称略）
理事長
横山稔
副理事長
水戸守雅之、沖山雅己
連盟長委嘱理事
小川時弘（総務）
、松下修造（指導者）
、川内平（スカウト）
、萩原了二（行事）
、植村美代子（国際）
地区代表理事
前田栄子（ほくせつ）
、西谷正一（みしま）、田代直哉（なみはや）、山原 誠（きたおおさか）、
沖山雅己（なんとう・副理事長）
、小西善貞（かわち）、前川浩三（せんしゅう）
監事
佐野敏行、久保田太郎
名誉会議議員
梅澤次男、土橋淳男、竹本欣司、杉山重美、堀端達真
大阪連盟役員
赤塚広之（日本連盟行事担当）
事務局長
福田雅之
参与（新規委嘱） 間下正司、膳師功
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☆大阪連盟組織拡充優良団
富田林第 1 団（組織拡充部門）
、東大阪第 5 団（進歩教育部門）
、吹田第 23 団（指導者養成部門）
☆日本連盟組織拡充目標達成優良団
Ｓランク（スカウト数 100 人以上で、指導者数 40 人以上の団）
茨木第 1 団
Ａランク（スカウト数 65 人以上で、指導者数 25 人以上の団）
豊中第 4 団、豊中第 20 団、吹田第 19 団、大阪第 98 団、富田林第 1 団
☆大阪一番賞
豊中第 14 団
☆大阪連盟スカウト展「スカウト写真コンテスト」
ビーバー部門
1 位 せんしゅう地区
2 位 かわち地区
3 位 淀川北地区
カブ部門
1 位 みしま地区
2 位 かわち地区
3 位 なにわ地区
ボーイ部門
1 位 せんしゅう地区
2 位 みしま地区
3 位 阪南地区
ベンチャー部門
1 位 みしま地区
2 位 せんしゅう地区
3 位 南東地区
ローバー・団委員部門
1 位 豊中地区
2 位 きたおおさか地区 3 位 阪南地区

■「ボーイスカウト救急法講習会」講師養成講習会
５月１５日（日）に、大阪スカウト会館で「ボーイスカウト救急法講習会」講師養成講習会を開
催しました。看護師等の医療関係者３人が参加し、救急法講習会での講習内容の研究、研修器材の
構造などを学びました。
※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した。

■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。


■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：７月３１日（日） 午前９時３０分～午後４時
場所：大阪市立阿倍野防災センター（大阪市阿倍野区阿倍野筋 3-13-23）
対象：ベンチャースカウト、中学生のボーイスカウト（２級スカウト以上）
定員：３０人
申込み：７月７日（木） 大阪連盟締切
※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。
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■「第 27 回大阪連盟カブラリー」参加章デザイン募集
平成 28 年 11 月 6 日(日)に開催する「第 27 回大阪連盟カブラリー」のシンボルマーク・参加章の
デザインを募集します。
応募資格：大阪連盟所属のカブスカウト、およびボーイスカウト関係者
大会テーマ：ジュニア アストロノート～うちゅう・むちゅう・くんれんちゅう～
応募条件：大阪連盟ホームページをご覧ください。
応募締切：7 月 21 日（木） 大阪連盟締切
※詳細につきましては、各地区カブラリー準備委員までお問い合わせ下さい。

進 級 おめでとう！
■隼スカウト

１人

せんしゅう地区

■菊スカウト

１人

２人

きたおおさか地区

１人

せんしゅう地区

１人

人事往来
 大阪連盟副コミッショナー 辞任
植野 裕二 氏
 大阪連盟コミッショナー
就任
植野 裕二 氏
 危機管理委員会
設置
委員長 水戸守雅之
委員
阪井悦三
委員
菰池真史
委員
田中敬子
委員
小川時弘
＜平成２８年６月５日付け＞
 「スカウト学生就職支援」検討特別委員会
設置
委員
横山稔（理事長）
委員
水戸守雅之（副理事長）
委員
沖山雅己（副理事長）
委員
植野裕二（コミッショナー）
委員
小川時弘（総務委員長）
委員
丸谷登（大阪スカウト振興協会常務理事）
委員
樽谷進（大阪スカウト振興協会監事）
委員
福田雅之（事務局長）
＜設置期間：平成２８年５月１２日～平成２８年８月３１日＞
 ホームページ運営チーム
―任務終了―
ホームページ運営チームは、その目的とした任務を終了し、今後の活動は総務委員会にその
機能を引き継ぎます。
 わくわくアウトドア準備委員会
―任務終了―
わくわくアウトドア準備委員会は、その任務を終了し、今後の活動はわくわくアウトドア実
行委員会としてその機能を引き継ぎます。
＜平成２８年６月９日付け＞
 地区コミッショナー・地区副コミッショナー・団担当コミッショナー 就任
任期満了に伴う、地区コミッショナー、地区副コミッショナー、団担当コミッショナーの改
選により、次のコミッショナーが委嘱されます。
地区コミッショナー 7 人、地区副コミッショナー 56 人、団担当コミッショナー 18 人
＜任期：平成 28 年 7 月 1 日～平成 30 年 6 月 30 日＞
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（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

■新スカウトカタログ（２０１６－２０１７）
各団スカウト用品担当者様にエンタープライズより送付されています。ご確認下さい。
各指導者へは「スカウティング７月号」に同封されます。

■スカウト用品価格変更について
７月１日より下記の用品価格が変更されます。詳しくはカタログを参照下さい。
価格変更品 ・革ベルトバックル付き Ｍ、Ｌ ・火おこし器 舞切り式、弓切り式
・旗手用ビニールベルト ・旗三脚ケース・ビーズ革ひも ・テント類及び
テント附属品関係
加工費の高騰により値上げが余儀なくなりました。

事 務 局 からのお知 らせ



■事務局夏季休業のお知らせ
夏季休業 ８月１３日（土）～１７日（水） ※事務局・スカウト用品部共に休業いたします。
＜スカウト用品は、８月１２日（金）午後７時まで販売します。＞

■キャンプおおさか整備作業
６月２６日（日） 午前９時より 担当地区：みしま
９月 ４日（日） 午前９時より 担当地区：なみはや・なんとう

■大阪連盟の現状
団の数

１６８団

隊の数

７４６隊

Ｈ２８．５．３１

ビーバー隊

カブ隊

ボーイ隊

ベンチャー隊

ローバー隊

１４２隊

１６２隊

１６３隊

１５９隊

１２０隊

加盟員数 ８，４４５人
スカウト数

指導者数

団委員数

４，５８７人

２，１０９人

１，７４９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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