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■大阪連盟富士章受章スカウト激励会 

３月１４日(土)に、ＯＢＰパナソニックタワーにおいて、平成２６年度に富士章を受章したスカウトを

対象とした激励会が、大坪連盟長主催で開催されました。 

当日は、２０人の富士スカウトが参加し、スカウト活動の魅力や富士章に挑戦した体験談などを語り、

大坪連盟長より激励のお言葉を賜りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２６年度富士スカウト代表表敬 

東宮御所参殿（３月３０日）

大阪第１８団 長田哲史、枚方第１６団 平芝亜喜 

大阪第１１団 砂山真帆、堺第４団 辻田七々子 

東大阪第５団 山野将司 

 

首相官邸・文部科学省（３月２６日） 

 高槻第５団 岸本俊泰、和泉第３団 鶴川倫子 

 堺第２８団 利岡正義、豊中第５団 橋本直樹 

 高石第３団 櫻井陽菜、大阪第１１団 井上 潤 

 茨木第６団 戸澤貴志、東大阪第４団 国山聡大 
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■第８７回選抜高等学校野球大会 開会式・閉会式奉仕 

第８７回選抜高等学校野球大会開会式・閉会式に、大阪連盟のベンチャースカウトが奉仕しました。 

■第１０回ハワイ・レインボー・キャンプ 

３月２１日(土・祝)～２９日(日)に、第１０回ハワイ・レインボー・キャンプが行われました。 

派遣団の様子は、専用ブログをご覧ください。  http://10th-rainbowcamp.sblo.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「第１１回 大阪連盟スカウト展」 

 ３月２９日(日)に、NHK 大阪放送局 1 階フロア「アトリウム」で第１１回大阪連盟スカウト展を

開催しました。当日は、１８３人の来場者があり、パネル展示、活動写真コンテスト、クラフトコ

ーナー、キャンプサイト展示などのプログラムを楽しみました。 
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■縁活「あべのハルカス 森の教室」 

 あべのハルカス８階 街ステーションで森の教室を開催しています。 

今後の開催予定は、下記のとおりです。お誘い合わせの上、ご来場をお待ちしています。 

  第８回  ４月２６日（日）午後１時～午後５時 あべのハルカス８階 街ステーション 

  第９回  ６月２８日（日）午後１時～午後５時 あべのハルカス８階 街ステーション 
 

■「大阪市こどもカーニバル 2015」 

 ４月２６日（日）に、大阪市こどもカーニバル 2015 が大阪城公園太陽の広場で開催されます。火

起こしコーナー、ロープ回しコーナーをボーイスカウト大阪連盟が担当します。多数のご来場をお

待ちしております。 
 

■２３ＷＳＪ「全国 ORIZURUキャラバン」 

 第２３回世界スカウトジャンボリーのプロモーションとして、全国のイオンモールのご協力のもと、

広島ピースプログラム“ORIZURU”プロジェクトの実行と、２３ＷＳＪのＰＲ活動を行います。 

 このキャラバンは日本全国で開催され、大阪連盟では下記のとおり実施します。お誘い合わせの上、

多数のご来場をお待ちしております。みんなの作った折り鶴を広島に届けよう。 

  開催 ４月２９日（水・祝）

  場所 イオンモール鶴見緑地Ｇコート
 

■心肺蘇生訓練器材の提供を受けました 

 一般財団法人 ＪＲ西日本あんしん社会財団様から、ＡＥＤ訓練器、 

心肺蘇生訓練用人形２セットを提供していただきました。これは 

同財団が実施する「ＡＥＤ訓練器等の提供による救命処置普及事業」 

によるもので、ボーイスカウト大阪連盟が提供先に選定されました。 

 大阪連盟が開催する各種救急法訓練に活用をさせていただくと共に、 

 各団、各地区で開催する各種救急法訓練での活用をお願いします。 

 ※貸し出しについては、大阪連盟事務局までお問合せください。 
 

■「ボーイスカウト救急法講習会」講師養成講習会 

 「ボーイスカウト救急法講習会」の講師を養成する講習会を開催します。 

  日時  ＜第１回＞ ６月２０日（土） 午前９時～午後５時

        ＜第２回＞ ６月２１日（日） 午前９時～午後５時 

  場所  大阪スカウト会館

  対象  次の資格を持つもの（もしくは取得を予定しているもの）

日本赤十字社救急法指導員、日本赤十字社救急法救急員、消防署応急手当普及員、

       医師、看護師、消防救急隊員、救急救命士、その他医療関係従事者、救急指導員等 

  定員  各回１０人（先着順）

  申込み ６月５日（金）大阪連盟締切

  ※ホームページをご覧の上、所定の申込書でお申込みください。

  ※本講習会は、ＪＲ西日本あんしん社会財団様から器材の提供を受けて実施します。
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■日赤水上安全法短期講習会 

 夏季プログラムを前に、水辺の活動での安全についての知識と実技を修得することを目的に、日赤

水上安全法の内、溺者救助法を中心とした短期講習会を開催します。 

  日時  ７月１２日（日） 午前９時～午後４時

  場所  大阪市立生野中学校（予定）

  対象  大阪連盟所属の指導者及びその予定者 

  定員  ５０人（先着順）

  服装  制服（お持ちでない方は、ネッカチーフ着用）

  参加費 １０００円（資料代など）

  申込み ６月２５日（木）大阪連盟締切

  ※お申込みは、各地区の指導者委員長まで。

  ※本講習会は、ＪＲ西日本あんしん社会財団様から器材の提供を受けて実施します。
 

■２３ＷＳＪ日本派遣団参加者募集（第３次） 

 平成２７年に山口県きらら浜で開催される、第２３回世界スカウトジャンボリー（２３ＷＳＪ）の日本

派遣団参加者募集（第３次）が始まりました。 

 日本連盟ホームページを確認の上、多数の申込みをお願いします。 

  ※詳細は、各地区２３ＷＳＪ準備室長へお問合せください。 

 

 進級おめでとう！ 

■富士章受章  （面接日：３月２６日） ５人 

 原田 萌さん   東大阪第１２団（東阪地区） 

  プロジェクト 

    「１２団の焼そば店」 

    「募金活動『緑化運動』」 
 

 野田 英里さん  和泉第４団（泉州地区） 

  プロジェクト 

    「炭焼きへの挑戦」 

    「スカウト募集、ポスター作り」 
 

 高見 祐佳さん  河内長野第５団（泉州東地区） 

  プロジェクト 

    「ペットボトルのキャップで世界の子供にワクチンを届けよう。」 

    「淡路島一周サイクリング」 

    「クリスマスコンサート」 
 

 中島 正登くん  島本第１団（三島地区） 

  プロジェクト 

    「島本１団 餅つきＢＰ祭」 

    「つかめ青春 最後の文化祭」 
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 中西 華さん  茨木第３団（三島地区） 

  プロジェクト 

    「What’s up KIWI」 

    「英検準１級、TOEIC 650 点取得に挑戦」 

   （面接日：３月２７日） ４人 

 川口 正くん  四條畷第１団（北河内地区） 

  プロジェクト 

    「団キャンプ場改修キャンプ」 

    「ハワイを知ろう」 

    「憧れのサバイバル」 
 

 津嶋 武くん  豊中第６団（豊中地区） 

  プロジェクト 

    「パラパラアニメ『赤と青と時々黒』」 

    「天まで届け」 
 

 植田 優父太くん  豊中第５団（豊中地区） 

  プロジェクト 

    「君らの日常生活は豊かすぎる 現代文明のありがたさを見つめ直せ！」 

    「淡路島サイクリング旅行記」 
 

 下村 亮太くん  豊中第２団（豊中地区） 

  プロジェクト 

    「ハチ高原まで行ってＱ！ By bicycle」 

    「注文の多い野外料理店」 

■隼スカウト  ６人 

 吹田地区  １人 淀川北地区 １人 なにわ地区 １人    城北地区  １人 

 北大阪地区 １人   東阪地区  １人 

■菊スカウト １８人 

 豊中地区  ２人 吹田地区  ５人 城北地区  １人 北河内地区 １人 

 南東地区  １人   阪南地区  ３人    東阪地区  ３人    泉州地区  ２人 

 

 指導者の研修  

■安全セミナー開設報告 

 大阪第１２回 H27/3/15(日) 12 人履修 

■安全セミナー参加者募集中 

 大阪第１３回 H27/6/21(日) 申込締切：4/30(木)午後 5 時 
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 人事往来  
  トレーニングチーム副ディレクター 就任 森田 次郎 副リーダートレーナー 

  地区コミッショナー   辞任 南東地区 森  英樹 氏 

  地区コミッショナー   就任 南東地区 樽谷 徹 氏 

  地区副コミッショナー  就任 南東地区 冨岡 正治 氏 

     ＜平成２７年４月９日付け＞ 

  事務局職員 退職  谷 省吾 氏 

     ＜平成２７年３月３１日付け＞ 

  事務局職員 採用  中野 正 氏 

     ＜平成２７年４月１日付け＞ 

スカウト用品ＮＥＷＳ  
  （販売時間） 水・金 11時～１９時 

土   11時～１７時 ※祝日を除く 

●一時終了商品のご案内 
・28010  ｶﾌﾞﾁｰﾌﾘﾝｸﾞ ｽｶｳﾄ (P12)   ・27123 ﾈｯﾂｶﾁｰﾌ ｴﾝｼﾞ (P13) 

・82443  ｼﾙﾊﾞｰｺﾝﾊﾟｽ STD-7 (P14)    ・89441,3  LED ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ (P36) 

・81135  ｽﾎﾟｰｸ S ｵﾚﾝｼﾞ (P38)      ・61074  BSHB 自然愛護  (P49) 

・71391  23WSJ T ｼｬﾂ ﾈｲﾋﾞｰ S(ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ 1月号)  
 

事務局からのお知らせ   

■平成２７年度大阪連盟年次総会 

 開催日：６月７日（日）    場所：大阪教育大学 天王寺キャンパス 

 

■大阪連盟の現状  Ｈ２７．３．２５ 

団の数  １９２団 

隊の数  ８２８隊 

ビーバー隊 カブ隊 ボーイ隊 ベンチャー隊 ローバー隊 

１５９隊 １８４隊 １８６隊 １７６隊 １２３隊 

 加盟員数 １０，４７７人 

スカウト数 指導者数 団委員数 

５，７９４人 ２，５８４人 ２，０９９人 

 

〒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 

 

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。 

維持会員の加入にご協力をお願いします   


