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平成２７年度の目標 『団・隊を支援できる強い地区の再生を目指そう － すべての支援を団・隊に』 

■第２４回安全フォーラム 

 １１月２９日（日）に、近畿大学東大阪キャンパスで「第２４回安全フォーラム」を開催しました。 

 当日は、大阪連盟の他、他府県のボーイスカウト関係者や一般からの聴講を含めて２０８人の参加

者が、安全、防災、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 「海外派遣プログラムにおける安全管理」 

  日本ボーイスカウト大阪連盟 副コミッショナー 冨田光一氏 

§２ 「聴いておきたい食物アレルギーの話」 

  医療法人博友会 藤谷クリニック 小児・アレルギー科  医師 藤谷宏子氏 

§３ 「気象災害にそなえて ～アウトドアで遭遇したその時に～」 

気象予報士・防災士 三原哲司氏、気象予報士 中島俊夫氏、気象予報士 船見信道氏 

    §４ 「青少年活動と情報リスク ～情報と安全を考える～」 

        事業継続経営リスクマネジャー・情報セキュリティ管理士 小川時弘氏 

    §５ 「裁判事例から学ぶ安全対策 ～道路交通編～」 

        水戸守法律事務所 所長  弁護士 水戸守雅之氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０１号 

平成２７年１２月１０日発行 

日本ボーイスカウト大阪連盟 OSAKA COUNCIL, SCOUT ASSOCIATION OF JAPAN 

間下正司 
   理事長 冨田光一氏 藤谷宏子氏 エピペン実習 会場の様子 

三原哲司氏 中島俊夫氏 船見信道氏 小川時弘氏 水戸守雅之氏 
横山稔 
コミッショナー 
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■幼児救急法講習会 

 １１月２１日（土）に、大阪スカウト会館で「幼児救急法講習会」を開催しました。この講習会は、

一般財団法人 大阪市町村消防財団様からの助成事業として開催するもので、３９人の指導者や保

護者が、幼児並びに乳児に対する救急法を学習しました。この講習会の修了者には、消防署が開催

する「普通救命講習Ⅲ」の修了証が発行されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■「映像コンテスト」募集のお知らせ 

各隊での活動や団のＰＲに、動画の活用促進として、コンテストを開催します。 

審査部門  Ａ．スキル（ハウツー）部門 スカウトスキルに関するハウツービデオ等 

          Ｂ．広報・活動報告部門 活動の様子、募集のためのオリジナルＣＭ等 

          Ｃ．エンタテイメント部門 ダンス、音楽、アートなど自由な発想等 

応募期間  平成２７年１１月～２８年１月７日 

応募先   大阪連盟事務局 

発表・表彰 平成２８年２月７日開催の「地区役員・団委員長のつどい」にて 

審査対象   ・スカウトや指導者が活動している様子を撮影したもの（大阪連盟所属団に限る） 

               ・活動の様子がよくわかるもの、もしくは宣伝のためにボーイスカウト運動の

イメージを伝えることができるもの  

        ・セーフ・フロム・ハームのルールに従っているもの 

        ・作品は規定時間を越えないもの（３０秒まで）とする 

※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。 
 

■「大阪市消防局出初式」パレード出演 

 平成２８年 1 月６日（水）に開催される「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。 

■「第３５回大阪国際女子マラソン」奉仕 

 平成２８年 1 月３１日（日）に開催される「第３５回大阪国際女子マラソン」に、今年もボーイス

カウト大阪連盟が奉仕をします。 
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■「活性化に向けて 第１３回『育成会長・団委員長＆地区役員』の集い」開催 

 各団・各地区において「すべての隊を標準隊に」の実現に向け、育成会長・団委員長・地区役員が、

この「集い」で発表された取り組みを参考にし、団・地区の活性化と発展を推進していく起爆剤と

なるような集いを開催します。 

   テーマ：団・地区の「再生、改革」に向けて PARTⅢ 

   日 時：平成 28 年 2 月 7 日(日) 午後 13 時 00 分～16 時 30 分（受付開始 12 時 30 分） 

   会 場：大阪歴史博物館 ４Ｆ講堂（大阪市中央区大手前 4-1-32） 

   参加費：無料 

   服 装：制服 

   ※詳細は、各地区総務委員長へお問合せください。 
 

■「大阪連盟スカウトフォーラム」参加章デザイン募集 

 大阪連盟のベンチャースカウトが、隊のフォーラムからアフターフォーラムまでの期間中に着用す

る参加章のデザインを公募します。奮っての応募をお待ちしています。 

   応募条件：ボーイスカウト関係者であること。一人で複数デザインの応募も可。 

         オリジナルで未発表のもの。色の使用は 5 色程度。 

数年間活用できるデザインであること。 

   応募方法：所定の用紙にデザインを添付し、大阪連盟事務局宛に応募。 

         ※応募された作品は返却できません。 

   募集締切：平成２８年 2 月４日（木） 大阪連盟事務局必着 

   審査方法：大阪連盟スカウト委員会にて選考を行う。 

   利用など：採用作品は、参加章の他、各種資料等に利用します。 

   ※詳細は、各地区スカウト委員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：１１月２６日） ２人 
 今岡 智輝くん  吹田第９団（みしま） 

  プロジェクト

    『スカウト卒業！？』 

    『Let’s Enjoy Japanese Summer』 

    『I am swimmer』 

 小原 樹也さん  茨木第９団（みしま） 

  プロジェクト

    『新人戦で頂点取り』 

    『大改造スカウト広場ビフォーアフター』 

    『電チャの妖精コンタの脱皮』 

■隼スカウト  ２人 
 城北地区      ２人 

■菊スカウト  ４人 
 豊中地区      ３人 きたおおさか地区 １人  せんしゅう地区  １人 
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 指導者の研修  

■ウッドバッジ研修所 開設報告 

  ボーイスカウト課程大阪第 162 期 H27/11/21(土)～11/23(月・祝) 26 人履修 

■団委員研修所 開設報告 

  団委員研修所大阪第 4 期  H27/11/21(土)～11/23(月・祝) 18 人履修 

■安全セミナー 開設報告 

  第 16 回安全セミナー（大阪） H27/11/15(日)   8 人履修 
 

 人事往来  
  地区副コミッショナー  就任 城北地区 松田 明子 氏 

     ＜平成２７年１２月１０日付け＞ 

■次期トレーニングチーム（平成２８年・２９年） 

  トレーニングチームディレクター 川口 明宏 リーダートレーナー（留任） 

  トレーニングチーム副ディレクター 新谷 浩朗 リーダートレーナー（留任） 

     川口 洋  リーダートレーナー（留任） 

     森田 次郎 副リーダートレーナー（留任） 

     井口 雅公 副リーダートレーナー（新任） 

   合わせて、トレーニングチーム員として、６８人が承認されました。 

    ＜任期：平成２８年１月１日～平成２９年１２月３１日＞ 

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 

・「福袋」の予約受付しています 
今年の福袋は２３ＷＳＪ商品やキャラクターグッズ等盛りだくさんでご用意！！ 

 福袋 大 ￥１２，０００ (#90000) ・ 小 ￥６，０００ (#95000) 

 数量限定のため、お早めに申込み下さい。 

 

・２０１６年 スカウトカレンダー販売中です 
  価格 ６５０円 (#68416)  数量限定のため、お早めにお申し込み下さい。 

 

・新製品紹介 
●２３ＷＳＪ会場にて販売していました「さくら型ワッペンセット」＜数量限定＞ 

   ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＨＵＢ(#77701) ・ ＥＡＳＴＥＲＮ ＨＵＢ(#77703) 

      ＷＥＳＴＥＲＮ ＨＵＢ(#7705)    ・ ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＨＵＢ(#77707) 

    価格は各１，０００円 

 ●パイオニアリングキット新製品（価格 各１，２００円） 

   ①合掌橋(#83431) ②自動開閉橋(#83433) ③モンキーブリッツジ(#83435) 

      ④架け橋(#83437) ⑤カタパルト(#83439) ⑥揺り木馬(#83442) 

      ⑦投石器(#83444) ⑧おみこし(#83450)  詳細はスカウティング３月号掲載予定 
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事務局からのお知らせ   

 

■年末・年始の事務局業務について 
  12 月 25 日(金) 年内需品取扱い窓口業務最終日 

 12 月 26 日(土) 一般業務年内最終日 

  12 月 27 日(日) 

      ↓    年末・年始の休業 

  1 月 4 日(月) 

 1 月 5 日(火) 一般業務開始 

 1 月 6 日(水) 需品取扱い窓口業務開始 

■「キャンプおおさか」冬季閉鎖期間 
  閉鎖期間

  平成 27 年 12 月 21 日（月）～  

平成 28 年 1 月 15 日（金） 

  水道停止期間

  平成 28 年 1 月 16 日（土） ～  

平成 28 年 2 月 29 日（月）

 キャンプ場整備状況

・第２サイト炊飯場の整備を行っています。⇒

・第４サイトも順次整備を進めています。整備中も利用は可能です。 

■大阪連盟の現状  Ｈ２７．１１．３０ 

団の数  １８０団 

隊の数  ７８２隊 

ビーバー隊 カブ隊 ボーイ隊 ベンチャー隊 ローバー隊 

１４６隊 １６９隊 １７６隊 １６８隊 １２３隊 

 加盟員数 ９，３５１人 

スカウト数 指導者数 団委員数 

５，１３１人 ２，３０5 人 １，９１５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   


