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平成２９年７月１３日発行
日本ボーイスカウト大阪連盟

OSAKA COUNCIL, SCOUT ASSOCIATION OF
JAPAN

■防災キャラバン
平成２９年６月１１日（日）に、イオンモール堺北花田店で「防災キャラバン」を開催しました。
会場を訪れたたくさんの子ども達がボーイスカウトのスキルの中から、防災に役立つ様々なプログ
ラムを楽しみながら体験しました。

「わくわくアウトドア」
「防災キャラバン」開催予定
9 月 10 日(日)

イオンモール茨木、イオンモール鉄砲町
イオンモール鶴見緑地
※10 時～15 時
9 月 18 日(月･祝) 天王寺公園
9 月 23 日(土･祝) アリオ八尾
※体験無料
9 月 24 日(日)
イオンモール大日
10 月 7 日(土)
服部緑地公園

■危機管理セミナー
平成２９年６月１８日（日）に、
「危機管理セミナー」を開催しました。
団を取り巻く「今、そこにある危機」を想定したシミュレーションや、危機管理マニュアルの作成
実習など、私たちが日常から取り組んでおく危機管理について３５人の参加者が学習をしました。
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■赤十字水上安全法短期講習会
平成２９年７月９日（日）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２３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。

■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：８月６日(日)
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、大阪連盟加盟員を優先します。
➢参加費：無料
➢定 員：４０人（先着順）
➢申込み：７月３１日(月) 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４０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、個々に自己の成長をはかり、幅広い社会性を身につけ、相互の理解を
深めるための機会とし、スカウトフォーラムを開催します。
➢日 時：平成２９年１１月３日（金・祝） 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：
「防災 ⇒ 減災へ ～あしたにそなえて、私たちができること～」
➢対 象：各地区から選出されたスカウト
➢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。

■スカウトフォーラムアドバイザースタッフ募集
「第４０回大阪連盟スカウトフォーラム」の開催にあたって、グループを支援するアドバイザース
タッフを募集します。
➢対 象：VS へのアドバイスができる大阪連盟所属の 18 歳～25 歳の RS・指導者
➢条 件：１０月１８日（水）開催のスタッフ説明会を含む全日程に参加ができること。
➢締 切：平成２９年１０月６日（金）
※ 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。
※ 詳細につきましては、大阪連盟ホームページをご覧ください。

■ジャンボリー・オン・ジ・インターネット（JOTI）
世界中のスカウトと、インターネットを通じて会話を行い、友情を深めるイベントを開催します。
参加の後、希望者(申請者)には世界スカウト機構より「JOTA・JOTI 参加証明書」が発行されます。
➢日 時：平成２９年１０月２２日（日）午後１時～午後４時
➢場 所：大阪スカウト会館
➢対 象：大阪連盟所属のスカウト、指導者、関係者（ビーバー、カブスカウトの参加も可）
➢締 切：平成２９年９月３０日（土）
※ 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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■Perak-Osaka Joint Camp 歓迎会
昨年実施した「ペラ・おおさかジョイントキャンプ」でお世話になったマレーシアのリーダーが来
日します。昨年のキャンプに参加したスカウト、保護者等の関係各位はもちろんのこと、交流の機
会として皆さまの参加をお待ちしています。
➢日 時：平成２９年８月８日（火）午後３時～午後５時
➢場 所：大阪スカウト会館
➢参加費：無料
➢締 切：平成２９年８月５日（土）
※ 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。

■シンボルマークデザイン募集
日本ボーイスカウト大阪連盟は、２０１９年に結成７０年を迎え、大阪ボーイスカウト振興協会は、
２０２０年に設立５０周年を迎えます。これらを記念する事業のシンボルマークデザインを募集し
ます。皆さまの奮っての応募をお待ちしています。
➢応募資格：大阪連盟加盟員及びその関係者
➢応募締切：平成２９年１１月３０日（木）大阪連盟事務局宛
➢作品規格：
「記念事業テーマ」や「キーワード」をデザインし、
「大阪」
「７０年」
「５０年」
などを織り込んだもの。１０ｃｍ角または、直径１０ｃｍの円形。色数制限なし。
➢そ の 他：未発表の作品に限ります。採用作品の著作権は大阪連盟に移転するものとします
（著作権法第２７条、第２８条の権利を含む）
。また、採用作品のデザインは、大阪
連盟が改変して利用することに同意するものとします。
※ 詳細につきましては、各団へ配布の募集要項・参考資料をご参照下さい。

進 級 おめでとう！
■富士章受章

（面接日：６月２２日）

１人

砂山 樹さん
大阪第１１団（なみはや）
➢プロジェクト
『大阪 日本ええとこどり！』
『これからの俺の第一歩』

■隼スカウト
せんしゅう地区

■菊スカウト
せんしゅう地区

１人
１人

１人
１人

人事往来
 地区コミッショナー
就任
なんとう地区
奥井 憲長 氏
 地区副コミッショナー
就任
なみはや地区
杉浦 公彦 氏、福家 崇成 氏
 地区コミッショナー
辞任
なんとう地区
片渕 正一 氏
 団担当コミッショナー
辞任
みしま地区
西口 秀樹 氏
＜平成２９年７月１３日付け＞
 技能章考査員として、４７人の方が委嘱されました。
＜任期：平成２９年７月１３日～平成３０年１２月３１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
■お知らせ

日本連盟規程集『平成２９年度版』 入荷致しました。 品番 65129 価格 650 円
日本ジャンボレット高萩２０１７ 大会記念商品発売中！！
・ピンバッジ（いぶし銀）品番 74856 価格 200 円
・ピンバッジ（大会ロゴ） 品番 74858 価格 200 円
・チーフリング（大会ロゴ）品番 74854 価格 350 円
・チーフリング（いぶし銀）品番 74852 価格 350 円
＃７４８５４ ・高萩キーホルダー
品番 74861 価格 350 円  ＃７４８５２

事 務 局 からのお知 らせ



■夏季休務日のお知らせ
平成２９年８月１３日（日）～１７日（木）の期間、大阪スカウト会館を休館いたします。
※事務局、スカウト用品販売共に休業します。８月１２日（土）は通常営業。

■キャンプおおさか整備
６月２５日（日）に整備作業を行いました。奉仕者８９人。次回整備作業９月３日（日）。

■夏季の諸活動に向けて
安全上の留意事項を、地区を通じて配布しています。万全の対策にご配慮をお願いします。

■県外旅行申請について
県外へ出掛ける時は、必ず「県外旅行申請書」を大阪連盟事務局へご提出をお願いします。
所定の様式は、大阪連盟ホームページよりダウンロードできます。 http:/swo.to/download/

■大阪連盟の現状
団の数

１６４団

隊の数

７２５隊

Ｈ２９．６．３０

ビーバー隊

カブ隊

ボーイ隊

ベンチャー隊

ローバー隊

１３５隊

１５７隊

１６０隊

１５６隊

１１７隊

加盟員数 ８，０５９人
スカウト数

指導者数

団委員数

４，３５８人

２，０２６人

１，６７５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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