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平成３０年９月１３日発行
日本ボーイスカウト大阪連盟

OSAKA COUNCIL, SCOUT ASSOCIATION OF JAPAN

■第１７回日本スカウトジャンボリー派遣
８月４日（土）～１０日（金）に「第１７回日本スカウトジャンボリー」が石川県珠洲市りふれっ
しゅ村鉢ヶ崎で開催され、大阪連盟からは、派遣隊２５個隊

９５９人、奉仕指導者１１５名 計

１０７４名が参加しました。

■技能章「消防章」講習・考査会
平成３０年７月１５日（日）に、大阪市消防局のご協力を得て、大阪市立阿倍野防災センターで、
技能章「消防章」講習・考査会を開催しました。当日は 37 人のスカウトが消防に関する知識・技
能を学び、
「消防章」の考査には 26 人が合格をしました。
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■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３０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。

■JOTA・JOTI に参加しよう！！
世界スカウト機構の公式行事として、世界中のスカウト仲間がアマチュア無線で交信しお互いを理
解し、知識と友情を深めることを目的とした、第 61 回ジャンボリー・オン・ジ・エア（略称：JOTA）
が本年も開催されます。
同様の目的で、第 22 回ジャンボリー・オン・ジ・インターネット（略称：JOTI）
も同時に開催されます。
➢日 時：平成 30 年 10 月 19 日（金）00：00～21 日（日）24：00 72 時間
※ 詳細につきましては、各団へ配付の実施要項を参照ください。

■ジャンボリー・オン・ジ・インターネット（JOTI）
大阪連盟でも、世界中のスカウトとインターネットで友情を深める JOTI 集合行事を行います。
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３０年１０月２１日（日）午前１０時～午後４時
➢場 所：大阪スカウト会館（ネットで世界中のスカウトと会話ができるように繋ぎます。
）
➢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３０年１０月１２日（金）
※ 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。

■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。

午後 1 時～午後 5 時

➢日 時：平成３０年１０月２８日（日）
➢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：２０人（先着順）
➢申込み：１０月１３日（土） 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。
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■第２７回安全フォーラム
多彩な講師陣を招き、内外に好評のこのフォーラム。今回も、魅力ある活動プログラムをより安
心して展開するスキルを磨くために役に立つ講座を予定していますので、全国のボーイスカウト関
係者のみならず、ガールスカウト関係者をはじめ、青少年活動指導者、一般市民の皆様方の多くの
ご参加を心からお待ちしています。
➢テーマ：
「ひろげていこう 安全のカタチ」
➢日 時：平成３０年１１月２５日（日） 午前９時３０分～午後４時３０分
➢場 所：本門佛立宗 清風寺 さくらホール (JR 福島駅、阪神電鉄福島駅下車徒歩 10 分)
➢参加費：７００円 (資料代含む)
➢定 員：２００人
➢対 象：青少年活動に関係する方はどなたでも
➢申込み：１１月３日(土) 大阪連盟締切
➢講演予定：大阪市健康局、讀賣テレビ放送、南極越冬観測隊、医師、長距離自転車レース
※ 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。

■第８回大阪マラソン
平成３０年１１月２５日（日）に開催される「第８回大阪マラソン」に、大阪連盟が奉仕をします。

■「2019 オーストラリア ハイアドベンチャーキャンプ」
大阪連盟の平成３０年度海外派遣事業として「2019 オーストラリア ハイアドベンチャーキャンプ」
（オーストラリア・ブリスベン）を開催します。
このキャンプでは、大阪連盟のスカウトが、ブリスベン周辺のキャンプ場を回り、自ら企画した冒
険旅行や、オーストラリアのスカウトとの交流キャンプを行います。国際感覚を養いつつ冒険に満
ちた体験をしてみませんか。
➢名 称

平成３０年度大阪連盟海外派遣事業
「２０１９オーストラリア

ハイアドベンチャーキャンプ」

➢派遣地 オーストラリア クイーンズランド州
➢期 間

ブリスベン周辺

平成３１年３月２２日（金）～４月１日（月）＜１１日間＞

➢費 用 参加費２７０，０００円
➢対 象 派遣時に中学２年生以上のボーイスカウト、またはベンチャースカウトで、
菊章以上の進級章を取得している者。
※技能章「世界友情章」を取得しているか、取得するよう努力していること。
➢人 数 スカウト２４人、指導者８人
➢申込み 地区の定める日
（大阪連盟締切：平成３０年１０月２０日）
※詳細は、各地区の国際委員長までお問合せ願います。

■感謝状を受けました
平成２７年度に、救急法講習器材の助成を戴いた JR 西日本
あんしん社会財団 様より、救命処置普及の貢献に対し、感謝
状を受けました。
（７月８日付け）
大阪連盟では、助成を戴いた器材を活用し、３年間で５５０人
を超えるスカウト、指導者に救急法の講習を行いました。
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進 級 おめでとう！
■隼スカウト

５人

みしま地区

１人 なみはや地区

なんとう地区

１人

■菊スカウト

２人

５人 きたおおさか地区

２人

１１人

みしま地区

４人 なみはや地区

（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

１人 きたおおさか地区

≪販売終了商品≫

・#78601 コミッショナーバッジ エンジ

・#28049 チーフリングハッピータイム茶

・#85383 グランドポール

・#83295 ザックカバー６０－７０

・#383517 ウエストバック

・#77620 ２３ＷＳＪカラビナコンパス

・#77679 ＤＮチーフリング

・#78201 ＫＴワッペン

・#69825 スカウト部門指導者

事 務 局 からのお知 らせ



■キャンプおおさか整備
９月２日（日）に整備作業を行いました。奉仕者６５人。次回整備作業１１月１１日（日）
。

■大阪連盟の現状
団の数

１５８団

隊の数

６８６隊

Ｈ３０．８．３１

ビーバー隊

カブ隊

ボーイ隊

ベンチャー隊

ローバー隊

１２９隊

１５１隊

１５２隊

１４２隊

１１２隊

加盟員数

７，７６０人

スカウト数

指導者数

団委員数

４，２４２人

１，９１８人

１，６００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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