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■第２７回安全フォーラム
本門佛立宗 清風寺で「第２６回安全フォーラム」を開催しました。
当日は８４人の参加があり、安全、防災、健康、医療に関する学習をしました。
➢総合テーマ
“ひろげていこう 安全のカタチ”
➢講演内容
§１「食中毒予防の注意点～被害を拡大させないために～」
大阪市保健所西部生活衛生監視事務所 岩﨑俊夫
§２「マスコミ対応について ～事故・事件が起きた場合のそなえの一つとして～」
讀賣テレビ放送株式会社コンプライアンス推進室長
山内隆行
讀賣テレビ放送株式会社制作局チーフプロデューサー
結城豊弘
§３「寒冷地での活動の安全について ～冬の活動のそなえの一つとして～」
国立環境研究所 地球環境研究センター 主席研究員 中島英彰
§４「自転車活動の楽しみと安全について」
オダックス近畿 森脇裕
§５「１７ＮＳＪ救護所での事例紹介」
社会医療法人 愛仁会 千船病院 救急診療部 主任部長
林敏雅
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■次期大阪連盟コミッショナー 決定
次期大阪連盟正副コミッショナーが決定しました。
コミッショナー
川内 平 氏 （新任）
副コミッショナー
川口 哲生 氏 （再任）、冨田 光一 氏 （再任）、井口 雅公 氏 （再任）、
平 喜人 氏 （新任）
、森田 次郎 氏 （新任）
＜任期：平成３１年１月１日～平成３２年１２月３１日＞
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■第８回大阪マラソン
平成３０年１１月２５日（日）に開催された「第８回大阪マラソン」に、大阪連盟より２８７人が
奉仕をしました。

■大阪市消防局出初式
平成３１年１月６日（日）に ATC オズパーク一帯で開催される「大阪市消防局出初式」のパレー
ドに、大阪市内のボーイスカウトが参加します。

■平成３０年度 大阪連盟アフターフォーラム
全国スカウトフォーラム参加スカウトからの報告事項の共有、並びに大阪連盟スカウトフォーラム
採択事項の展開状況の発表により、大阪連盟のベンチャースカウト活動を更に活性化することを目
的に、アフターフォーラムを開催します。
➢テーマ：
「私たちにできる社会貢献とは」
➢日 時：平成３１年１月１６日(水) 午後７時～午後９時
➢場 所：大阪スカウト会館
※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。

■未来(あす)への集い ～青少年を育む明日の団運営を目指して～
自立したスカウトの育成に向け、大阪連盟の各団が思いを一つに活動を展開するよう「未来(あす)
への集い」を開催します。より良き青少年を育む団運営を更に推進したいという願いを込め、この
運動の未来に向けた思いを共にしましょう。
➢プログラム
【招待講演】
「～演題調整中～」
ボーイスカウト日本連盟 国際コミッショナー 水野 正人
【体験発表】
「富士スカウト特別海外派遣報告」
「APR スカウトフォーラム参加報告」
【事例発表】
「大阪一番賞受賞団」

枚方第９団ＲＳ隊 川口 義之
大阪第２１団

小池 明日香

ボーイスカウト堺第４団

「大阪連盟組織拡充優良団」

ボーイスカウト箕面第１団

➢日 時：平成３１年２月３日(日) 午後１時～午後４時４０分
➢場 所：大阪教育大学 天王寺キャンパス
➢対 象：大阪連盟所属の成人指導者
➢参加費：無料
➢服 装：制服（正装または礼装）
➢申込み：地区総務委員長取りまとめの上、平成３１年１月１９日(土) 大阪連盟締切
※詳細につきましては、各地区総務委員長までお問い合わせ下さい。

■第 38 回大阪国際女子マラソン
平成３１年１月２７日（日）に開催される「第 38 回大阪国際女子マラソン」に、今年も大阪連
盟のボーイスカウトが奉仕をします。
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進 級 おめでとう！
■富士章受章

（面接日：１１月２２日）

１人

三好 大晴さん
箕面第１団（ほくせつ）
➢プロジェクト
『春季プロジェクトイン京都 禅寺巡り』
『国際プロジェクトホームステイ from Malaysia』

■隼スカウト

１人

ほくせつ地区

１人

■菊スカウト

８人

みしま地区
なんとう地区

１人
１人

なみはや地区
かわち地区

２人
１人

きたおおさか地区
せんしゅう地区

２人
１人

受 賞 のよろこび
■大阪府表彰
教育功労者表彰

伊東 徹二 事務局次長

指 導 者 の研 修
■平成 31 年度定型訓練開設予定
❑
❑
❑
❑
❑
❑

ウッドバッジ研修所スカウトコース大阪第 7 期（一括 BS） 平成 31 年 5 月 3 日(祝)～ 6 日(休)
ウッドバッジ研修所スカウトコース大阪第 8 期（一括 CS） 平成 31 年 5 月 3 日(祝)～ 6 日(休)
ウッドバッジ研修所スカウトコース大阪第 9 期
平成 31 年 9 月 13 日(金)～16 日(祝)
ウッドバッジ研修所課程別研修 BVS 課程大阪第 5 回
平成 31 年 5 月 19 日(日)
ウッドバッジ研修所課程別研修 BS 課程大阪第 5 回
平成 31 年 5 月 19 日(日)
ウッドバッジ研修所課程別研修 VS 課程大阪第 3 回
平成 31 年 10 月 20 日(日)

人事往来
❑ 理事会改革検討委員会 が設置されました。
❑ 第 24 回世界スカウトジャンボリー担当として、赤塚 広之 日本連盟担当役員が就任しました。
❑ 技能章考査員として、延べ 1018 人の方が委嘱されました。
＜任期：平成３１年１月１日～平成３２年１２月３１日＞

■次期トレーニングチームディレクター
❑ トレーニングチームディレクター
❑ トレーニングチーム副ディレクター

森田 次郎 副リーダートレーナー（新任）
新谷 浩朗 リーダートレーナー （留任）
石原 有紀子 リーダートレーナー （留任）
久徳 一志 リーダートレーナー （新任）
菅井 淳
副リーダートレーナー（新任）
＜任期：平成３１年１月１日～平成３２年１２月３１日＞

スカウト用 品 ＮＥＷＳ
■お知らせ

（販売時間） 水・金 11 時～１９時
土
11 時～１７時 ※祝日を除く

≪販売終了商品≫

・#83555 ハバザック クラッシックモデル（P30）

・#89453 H,C ヘッドライト

(P38)

・#81016 炊飯セット

(P40)

・#79782 Ｂ－Ｐクリアファイル

(P42)

・#33601 ＳＣＯＵＴ ＴシャツＳ

(P49)

・#33602 ＳＣＯＵＴ

・#30307 フィールドパンツ

(P49)

・#70931 キティ マスコット

４L

ＴシャツＭ (P49)

・パイオニアリングキット「たちかまど」は新製品となりました。＃83453 価格 1,200 円
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(P51)



事 務 局 からのお知 らせ
■冬季の諸活動に向けて

日本連盟コミッショナーより、冬季の諸活動に向けての安全喚起の文書が発信されております。
周知をいただき、より安全で安心な活動が展開できるようご配慮ご指導をお願いします。

■キャンプおおさか整備
１１月１１日（日）に整備作業を行いました。奉仕者４７人。

■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３０年１２月１７日（月）～ 平成３１年１月１３日（日）
➢水供給停止期間：平成３１年１月１４日（月・祝）～ ２月２８日（木）

■年末・年始の事務局業務について
１２月２６日(水) 年内需品取扱い窓口業務最終日
１２月２７日(木) 年内業務最終日
１２月２８日(金)
↓
年末・年始の休業
１月 ４日(金)
１月 ５日(土) 一般業務開始・需品取扱い窓口業務開始

■平成３０年度 普及資料について
・リーフレット、ポスター、団体案内（無料分）は２月下旬日本連盟から地区総務委員会経由で配
布予定です。今年度は従前の数量より１～２割程度の増量を要求する予定です。
・実費頒布分については、別途地区総務委員会経由でお知らせ致します。
・今年度も「スカウト運動 Q&A」は日本連盟ホームページからダウンロードして下さい。

■大阪連盟の現状
団の数

１５８団

隊の数

６８７隊

Ｈ３０．１１．３１

ビーバー隊

カブ隊

ボーイ隊

ベンチャー隊

ローバー隊

１３０隊

１５１隊

１５２隊

１４２隊

１１２隊

加盟員数

７，８４２人

スカウト数

指導者数

団委員等数

４，３０１人

１，９２８人

１，６１３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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