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■平成３０年度大阪連盟年次総会 終了
平成３０年度年次総会を６月３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、大坪文雄連盟長による記念講演「スカウト活動を維持・発展させ続ける
には」が開催されました。

表彰式

表彰式

横山理事長 挨拶

富士章 受章スカウト 顕彰
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記念講演
大坪連盟長

●大阪連盟年次総会報告
☆表彰式
◎日本連盟表彰伝達
➢特別功績賞
➢感謝状
➢たか章
➢かっこう章

豊澤明氏
ダイキン工業株式会社、日本ボーイスカウト大阪第 123 団
久保田太郎、赤塚広之、各氏
高橋延行、直木慎吾、竹中祥介、瀧山政雄、長谷川惠一、宍戸雅和、
田代直哉、各氏
➢維持会費協力依頼額達成県連盟感謝状
大阪連盟理事長 横山稔
➢団５０年章
4 個団
➢隊褒彰綬
70 年綬
6 個隊
65 年綬
1 個隊
60 年綬
6 個隊
55 年綬
9 個隊
50 年綬
8 個隊
45 年綬 10 個隊
40 年綬
9 個隊
35 年綬
6 個隊
30 年綬 13 個隊
25 年綬 11 個隊
20 年綬
6 個隊
15 年綬 1 個隊
10 年綬
1 個隊
5 年綬
7 個隊
➢特別年功章
20 年章 62 人
15 年章 39 人
10 年章 57 人
5 年章 85 人
◎大阪連盟表彰
➢県連特別有功章
8人
➢県連有功章
61 人
➢褒状
43 人
➢県連感謝章
1人
➢感謝状
5人
➢登録５０年表彰
上阪功、横山稔、濱口昇、山口英孝、今井陽一、上津徹哉、神高実、
椿本靖彦、杉山重美、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２９年度事業報告の件
➢第２号議案
平成２９年度決算報告の件
➢第３号議案
平成３０年度事業計画の件
➢第４号議案
平成３０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
(3) 大阪連盟役員選任報告
(4) 事務局長選任報告
➢第６号議案
連盟長推戴の件
☆決定した次期役員（敬称略）
連盟長
大坪文雄
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）、小林正佳（国際）
地区代表理事
前田栄子（ほくせつ）
、西谷正一（みしま）、西田俊幸（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）、山本高久（せんしゅう）
日本連盟行事担当 赤塚広之
監事
久保田太郎、佐野敏行
名誉会議議員
土橋淳男、杉山重美、堀端達真、河盛猛夫、池口毅
事務局長
福田雅之
☆大阪連盟組織拡充優良団
箕面第 1 団（組織拡充部門）
、八尾第 9 団（進歩教育部門）
、枚方第 5 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）
吹田第 19 団、大阪第 98 団、富田林第 1 団
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☆大阪一番賞
堺第 4 団
☆大阪連盟「スカウト写真コンテスト」
➢スカウトの部
理事長賞：植久保智尋氏、コミッショナー賞：松村幸弥氏、優秀賞：瀬川慶太郎氏
➢成人の部
理事長賞：日高千鶴氏、コミッショナー賞：村田好美氏、事務局長賞：中内久司氏
優秀賞：野倉亜佐乃、冨田光一、北谷順一、吉川千秋、篠原鈴子、北幹雄、各氏

■「ボーイスカウト救急法講習会」講師養成講習会
５月２０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。救急救命士、応急手当普及員、医師、
看護師、赤十字救急法指導員、赤十字救急法救急員
等の有資格者１２人が参加し、救急法講習会での講
習内容の研究を行いました。

■第４１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３０年１１月４日（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：
「私たちにできる社会貢献とは」
➢対 象：各地区から選出されたスカウト（各地区４名）
➢参加費：無料
➢申 込：平成３０年１０月１５日（月）大阪連盟事務局締切
※ 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４１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：スタッフ説明会（10/17(水)）
、アドバイザー研修会（11/3(祝)～4(日)）に参加ができること。
➢締 切：平成２９年１０月５日（金）大阪連盟事務局締切
※ 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。

進 級 おめでとう！
■隼スカウト
みしま地区

６人
２人 きたおおさか地区

４人

人事往来
❑ 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 37 人、団担当コミッショナー 21 人
＜任期：2018 年 7 月 1 日～2020 年 6 月 30 日＞
❑ OSCAP2020 準備委員会が設置され、萩原了二理事が委員長に就任しました。
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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
■値下げしました！！
❑ＳＣＯＵＴ Ｔシャツ

＃３３６０１～３３６０５

新価格１，２００（旧価格 2,700）

❑エンブレム Ｔシャツ

＃３３６１１～３３６１５

新価格１，２００（旧価格 2,700）

❑Go forward Ｔシャツ

＃３３６２１～３３６２５

新価格１，２００（旧価格 2,700）

❑フィールドパンツ

＃３０３０１～３０３０７

新価格２，５００（旧価格 5,500）

❑Ａ型テント１０人用

＃８４２３７<限定在庫>

新価格１９４，４００（旧価格 200,571）

❑Ａ型テントグランドシート１０人用 ＃８４４８１

新価格３０，０００（旧価格 36,000）

■お知らせ
❑日本連盟規程集「平成３０年度版」は７月中旬入荷予定です。
❑ネームプレートのプレート色が乳白色から白色に変わりました。
（素材・大きさは変更なし）
❑ビーバー歌集の表紙が変わりました。
（内容・価格に変更はありません。）

事 務 局 からのお知 らせ



■キャンプおおさか整備
❑次回整備作業 ６月２４日（日）

担当地区 なみはや・みしま地区

■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

１５８団

隊の数

６８１隊

Ｈ３０．５．３１

ビーバー隊

カブ隊

ボーイ隊

ベンチャー隊

ローバー隊

１２５隊

１５１隊

１５２隊

１４１隊

１１２隊

加盟員数

７，５７１人

スカウト数

指導者数

団委員数

４，１０６人

１，８９５人

１，５７０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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