第３２１号

平成２９年１１月９日発行
日本ボーイスカウト大阪連盟

OSAKA COUNCIL, SCOUT ASSOCIATION OF JAPAN

■第４０回大阪連盟スカウトフォーラム
平成２９年１１月３日（祝）に、大阪スカウト会館にて「第４０回大阪連盟スカウトフォーラム」
を開催しました。当日は、各地区代表スカウト２５名、ユース年代のフォーラムアドバイザー８名
が参加し、
「防災 ⇒ 減災へ ～あしたにそなえて、私たちができること～」をテーマに熱心な討論
を行いました。
➢ 採択文：ＳＮＳを活用して減災についての情報を共有し、より多くの同年代に知ってもらおう。

■山中の森からキャンプおおさかへ（ギフトセレモニー）
多くのスカウトや指導者と共に歴史を刻んできた、日本連盟・山中野営場がこの夏、８月２０日に
９２年の歴史に幕を下ろしました。この地は大阪連盟先達でもある吉川哲雄氏 作詞による「われ
はふくろ」の歌碑と共に多くの指導者の方々が研鑽を積まれた地でもあります。
８月１９日に最後の大営火が行われ、その時の『ファイアーアッシュ』を大阪に持ち帰り、１１月
４日に横山理事長の手によって、山中の地で育まれたスカウトスピリッツの伝統の炎が私たちの
「キャンプおおさか」の営火に捧げられました。このセレモニーに参加した２４人がその後の親睦
の営火での語らいで共に楽しいひと時を過ごし、
『この地での、より良いスカウトキャンプの実現』
を誓い合いました。
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■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・参考資料をご参照ください。

■１７ＮＳＪネッカチーフ・キャップデザイン募集
第１７回日本スカウトジャンボリー大阪派遣団の記念ネッカチーフ及びキャップ用マークデザイ
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１２月９日（土）大阪連盟事務局宛
➢作品規格：チーフは全体デザイン及びシンボルマークをデザイン、キャップはシンボルマーク
をデザイン下さい。シンボルマークについては、「チーフ用」「キャップ用」「チー
フ・キャップ共用」を明記して下さい。シンボルマークには、「第１７回日本スカ
ウトジャンボリー」
「１７ＮＳＪ」
「２０１８」及び“大阪”が判る文字またはデザ
インを織り込んでください。デザインの形状、色等の制限はなし。マークはチーフ
先端より 12cm 長以内に収まること。チーフの「縁デザイン」をする場合は 2cm 程
度の幅が適値。データで応募の場合は、AI 形式のファイルは不可。
➢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・参考資料をご参照ください。

■第７回大阪マラソン
平成 29 年 11 月 26 日(日)に開催される「第 7 回大阪マラソン」に、大阪連盟が奉仕をします。

■危機管理セミナー
ボーイスカウト運動を取り巻く危機と、その対応についての理解を深め、危機発生時のシミュレー
ションや演習を進めながら、団での「危機管理マニュアル」の具体的活用についての体験をするセ
ミナーを開催します。
➢日 時：平成 30 年 1 月 14 日(日) 9 時 15 分～16 時 30 分（9 時受付開始）
➢場 所：大阪スカウト会館
➢参加費：無料
➢対 象：各地区５人程度（危機管理担当者が望ましい）
➢持ち物：筆記用具、指導者手帳、昼食
➢服 装：制服（正装または礼装）
➢締 切：12 月 22 日(金) 大阪連盟締切
※詳細につきましては、各地区指導者委員長までお問い合わせ下さい。
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■第１０回国際活動セミナー
スカウト運動ならではの国際活動の素晴らしさを理解し、国際プログラムの積極的推進につながる
セミナーを開催します。今回は日本スカウトジャンボリー、世界スカウトジャンボリーの最新情報
も提供します。スカウト・指導者・保護者の皆さまお誘い合わせの上、ご来場をお待ちしています。
➢テーマ：国際活動の魅力セミナー開催 10 周年
➢日 時：平成 30 年 1 月 21 日(日) 10 時～16 時
➢場 所：大阪スカウト会館
➢参加費：無料
➢対 象：どなたでも
※詳細につきましては、各地区国際委員長までお問い合わせ下さい。

■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：平成 30 年 2 月 12 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：12 月 20 日(水) 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。

進 級 おめでとう！
■菊スカウト

７人

ほくせつ地区

３人 みしま地区

４人

受 賞 のよろこび
■文部科学省表彰
教育功労表彰

宮本 智喜 参与

■大阪府教育委員会表彰
教育功労表彰

福田 雅之 事務局長

人事往来
 技能章考査員として、１人の方が委嘱されました。
＜任期：平成２９年１１月９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
 今年も出します！！「福袋」

好評につき、今年度は 3,000 円の「小」も発売致します。
福袋・・・大 12,000 円・中 6,000 円・小 3,000 円（税込）
お申し込みは,大阪連盟スカウト用品担当へ<電話でも OK です。>
進歩課程改訂に伴う書籍の発行
・「進歩の手引き」入荷しています。#61045 価格２６０円



事 務 局 からのお知 らせ
■キャンプおおさか冬季閉鎖

下記のとおり、冬季閉鎖を行います。
➢冬季閉鎖期間：平成２９年１２月１８日（月）～ 平成３０年１月１４日（日）
➢水供給停止期間：平成３０年１月１５日（月）～ ２月２８日（水）

■年末・年始の事務局業務について
12 月 22 日(金) 年内需品取扱い窓口業務最終日
12 月 27 日(水) 年内業務最終日
12 月 28 日(木)
↓
年末・年始の休業
1 月 4 日(木)
1 月 5 日(金) 一般業務開始・需品取扱い窓口業務開始

■大阪連盟の現状
団の数

１６４団

隊の数

７２7 隊

Ｈ２９．１０．３１

ビーバー隊

カブ隊

ボーイ隊

ベンチャー隊

ローバー隊

１３６隊

１５７隊

１６０隊

１５６隊

１１8 隊

加盟員数

８，２２７人

スカウト数

指導者数

団委員数

４，５０４人

２，０３６人

１，６８７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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