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■２３ＷＳＪ「全国 ORIZURUキャラバン」 

 ４月２９日にイオンモール鶴見緑地Ｇコートをお借りして、全国 ORIZURU キャラバンを開催し

ました。この活動は、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活動を実行するもので、日本全国で順次開催されています。 

 当日は２３ＷＳＪの紹介や、ボーイスカウト活動体験コーナーなど、６６８人の来場者でにぎわい、

１２２２羽の平和への祈りを込めた折り鶴が、皆さまの手により折られました。 
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■平成２７年度大阪連盟年次総会 並びに 講演会 

下記のとおり、平成２７年度大阪連盟年次総会を開催します。 

日時：平成２７年６月７日（日）１３時開会（受付：１２時３０分～ 大阪スカウト会館１階） 

場所：大阪教育大学 天王寺キャンパス ホール （大阪市天王寺区南河堀町４－８８） 

 次第： １．開会

  ２．表彰

  ３．議事

         ・平成２６年度事業報告および決算報告の件

         ・平成２７年度事業計画および予算承認の件

         ・大阪連盟規約改定の件

         ・地区を代表する理事の確認

         ・その他

  ４．閉会 

 ●年次総会終了後、海洋冒険家 白石康次郎氏の講演会を開催します。（入場無料） 

  お誘い合わせの上、皆さま多数のご来場をお待ちしております。 
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■大阪連盟 地区再編 

 ４月１日より大阪連盟は１１地区でスタートしました。 

  ・再編地区  みしま地区 （三島地区・吹田地区を再編） 

         きたおおさか地区 （北大阪地区・北河内地区を再編） 

         かわち地区 （東阪地区・南大阪地区を再編） 

         せんしゅう地区 （泉州地区・泉州東地区・泉州南地区を再編） 

  ・平成２８年４月１日再編予定地区 

         豊能地区・豊中地区を再編し１地区とする 

         淀川北地区・なにわ地区・城北地区を再編し１地区とする 

         南東地区・阪南地区を再編し１地区とする 

■「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した。 

 火起こし体験コーナー、ロープ回しコーナーに、延べ１５９人が挑戦しました。 

 

■縁活「あべのハルカス 森の教室」 

 4 月２６日（日）に第８回「あべのハルカス 森の教室」を開催し、多数のご来場をいただきました。 

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 
 

■「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。



■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：７月２６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：６月４日（木） 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。
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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。



■ハワイ・レインボー・キャンプ リユニオン 

平成１７年３月に第１回派遣を開始したハワイ・レインボー・キャンプ派遣事業は、本年３月実施

の第１０回派遣を最後に事業終了となりました。 

このハワイ・レインボー・キャンプには、１０年間で総勢３３４名のスカウト・指導者の参加が有

り、国際感覚を持ったスカウト育成にも大きな影響を与えた事業でした。 

この事業終了にともない、リユニオンを開催致します。参加された方々が共に集い、キャンプでの

楽しかった思い出や大変だった話等を語りたいと思います。多数のご参加、お待ち致しております。 

日時：７月２０日（月・祝） 午後２時～午後５時

場 所：大阪スカウト会館

参加費：２０００円（軽食を用意しています） 

申込み：７月１０日（金）大阪連盟締切 

※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。

 

■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！ 

■隼スカウト  ２人 

 きたおおさか地区  １人 せんしゅう地区 １人 

■菊スカウト  ２人 

 豊能地区  ２人 
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 指導者の研修  

■ウッドバッジ研修所 開設報告 

 ビーバースカウト課程大阪第４３期  H27/5/3(祝)～5/5(祝) 16 人履修 

 カブスカウト課程大阪第１５４期  H27/5/3(祝)～5/5(祝) 22 人履修 

 ボーイスカウト課程大阪第１６１期  H27/5/3(祝)～5/5(祝) 31 人履修 

 

 人事往来  
  大阪連盟 地区代表理事 辞任 

 吉岡 至浩 氏（三島地区）、竹中 祥介 氏（吹田地区）、高木 研二 氏（北大阪地区）、 

神保 清一 氏（北河内地区）、守口 隆雄 氏（東阪地区）、高橋 定廣 氏（南大阪地区）、 

原口 清美 氏（泉州地区）、河盛 猛夫 氏（泉州東地区）、秋場 美惠子 氏（泉州南地区） 

     ＜平成２７年３月３１日付け＞ 

  大阪連盟 地区代表理事 就任 

 西谷 正一 氏（みしま地区）、山原 誠 氏（きたおおさか地区）、 

 守口 隆雄 氏（かわち地区）、前川 浩三 氏（せんしゅう地区） 

     ＜平成２７年４月１日付け＞ 

  地区コミッショナー  辞任 

 三島地区 地区コミッショナー 平 喜人 氏 

地区副コミッショナー ４人、団担当コミッショナー ３人 

 吹田地区 地区コミッショナー 小倉 匡平 氏 

地区副コミッショナー ６人、団担当コミッショナー １人 

 北大阪地区 地区コミッショナー 橋本 修典 氏 

地区副コミッショナー ５人、団担当コミッショナー ２人 

 北河内地区 地区コミッショナー 池口 毅 氏 

地区副コミッショナー ４人 

 東阪地区 地区コミッショナー 笹谷 伸一 氏 

地区副コミッショナー ４人 

 南大阪地区 地区コミッショナー 地道 裕彦 氏 

地区副コミッショナー ３人 

 泉州地区 地区コミッショナー 才本 和男 氏 

地区副コミッショナー ６人 

 泉州東地区 地区コミッショナー 山本 高久 氏 

地区副コミッショナー ５人、団担当コミッショナー １人 

 泉州南地区 地区コミッショナー 中野 光 氏 

地区副コミッショナー ２人、団担当コミッショナー １人 

     ＜平成２７年３月３１日付け＞ 

  地区コミッショナー  就任 

 みしま地区   地区コミッショナー   平 喜人 氏 

地区副コミッショナー ７人、団担当コミッショナー ６人 

 きたおおさか地区  地区コミッショナー   池口 毅 氏 

地区副コミッショナー ７人、団担当コミッショナー １人 

 かわち地区   地区コミッショナー   笹谷 伸一 氏 

地区副コミッショナー ５人 

 せんしゅう地区   地区コミッショナー   才本 和男 氏 

地区副コミッショナー １４人、団担当コミッショナー ２人 

     ＜平成２７年４月１日付け＞ 
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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 

●２３ＷＳＪ記念 新製品案内 
・23WSJウィンドブレーカー（グリーン・グレー サイズ５種 価格３，４００円 

・23WSJドッジビー（緑<77545>・赤<77547>・青<77549>） 価格１，８００円 

・23WSJ織ワッペン「和」<77553>・「富士」<77551>・「折鶴」<77555> 価格２５０円 

・23WSJロゴワッペン <77595>  価格２００円 

           （詳しくはスカウティング５月号、新カタログを参照下さい） 

●スカウトカタログ２０１５－２０１６を各団需品委員さんに発送しました。 

  ・新スカウトカタログの訂正とお詫び 

「表紙のベンチャースカウトとローバースカウトの制服のベルトがグリーンスト 

ライプの「新スカウトベルト」になっていますが、正しくはグリーン無地ベルト 

「新リーダーベルト」です。（７頁、11頁も同様です。） 

「新リーダーベルト」はベンチャースカウトから着用できます。（12頁） 

 

事務局からのお知らせ   

■キャンプおおさか情報 

 第４サイトの水汲み場（屋根付き）が完成、サイト整備も進めています。 
 
■キャンプおおさか整備 
 
 ４月１２日（日） 作業奉仕者：４４人   ※次回の整備は、６月２１日に実施します。 

 

■大阪連盟の現状  Ｈ２７．４．３０ 

団の数  １８１団 

隊の数  ７８１隊 

ビーバー隊 カブ隊 ボーイ隊 ベンチャー隊 ローバー隊 

１４２隊 １７０隊 １７７隊 １６８隊 １２４隊 

 加盟員数 ９，０４７人 

スカウト数 指導者数 団委員数 

４，８９６人 ２，２５８人 １，８９３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   


