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■村瀬達明先生を偲ぶ 
  村瀬達明 大阪連盟参与・日本連盟相談役はさる１２月１日に急逝されました。 

  村瀬先生は、大阪連盟コミッショナー、日本連盟副総コミッショナーとして、永年にわたり私たちを

厳しくも暖かく、常にこの運動の最前線でご指導いただきました。 

  そんな先生に、日本連盟功労章「きじ章」追贈されました。村瀬先生への「きじ章」は、２月２５日

に有志によってホテルアウィーナ大阪で慎ましやかに行われた「偲ぶ会」で膳師功日本連盟コミッショ

ナーから、ご家族に追贈され、村瀬先生を慕う全国からの参加者共々に、あらためて深い感謝と共に、

ご冥福をお祈りさせていただきました。 

 

 

 

■未来(あす)への集い 

 ２月５日（日）に、金光教玉水教会 玉水記念館大ホールにて、未来(あす)への集いを開催しました。 

 当日は２０２人の参加があり、招待講演「後藤新平の少年団教育思想～日本連盟初代総長の考え～」、

大阪一番賞受賞団体験発表、大阪連盟平成 29 年度の取り組み情報提供などのプログラムを育成会

長、団委員長、地区役員が聴講しました。 
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■危機管理セミナー 

 １月１５日（日）に大阪スカウト会館で、危機管理セミナーを開催しました。当日は、私たちの運

動を取りまく危機について、具体的な危機発生シミュレーションや、策定中の「大阪連盟危機管理

マニュアル」の活用方法など、演習を中心とした内容に３２人の参加者が取り組みました。











■第９回国際活動セミナー 

 １月２２日（日）に大阪市東成区民センターで、第９回国際活動セミナーを開催しました。大阪連

盟の指導者・スカウト７７人が来場しました。

■大阪連盟ベンチャーアフターフォーラム 

 １月２５日（水）に大阪スカウト会館で、大阪連盟ベンチャーアフターフォーラムを開催しました。

地区を代表するベンチャースカウト２１人、アドバイザー７人の参加があり、採択文として「減災

について、スカウト全体の意識を高める為に、ＯＤＰプロジェクトを実行する」を採択しました。

■技能章「消防章」講習・考査会 

 １月２９日（日）に阿倍野防災センターで、消防章講習・考査会を開催し、１２人のスカウトが所

定の考査に合格しました。

■第３６回大阪国際女子マラソン 

 １月２９日（日）に開催された「大阪国際女子マラソン」の沿道警備等に、２６２人のベンチャー

スカウト、ローバースカウト、指導者が奉仕をしました。

■アウトドアチャレンジ 

 ３月４日（土）～５日（日）に万博記念公園で、アウトドアチャレンジ事業「チャレンジ広場」を

開催しました。会場へは１００８人の子どもたちが来場し、野外力検定に挑戦しました。

■「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：５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 

参加費：無料

  定 員：１０人（先着順）

  申込み：５月９日（火）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。 

    ※ 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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 進級おめでとう！ 

■富士章受章 （面接日：１月２６日） ３人 
 伊藤 大樹さん  堺第１５団（せんしゅう） 

  プロジェクト

    『新緑のダイトレ テント担いで完全走破』 

    『しまなみ海道サイクリング』 

 阿久津 毅さん  堺第１５団（せんしゅう） 

  プロジェクト

    『新緑のダイトレ テント担いで完全走破』 

    『しまなみ海道サイクリング』 

 櫻井 悠貴さん  堺第１５団（せんしゅう） 

  プロジェクト

    『新緑のダイトレ テント担いで完全走破』 

    『しまなみ海道サイクリング』 

 （面接日：２月２３日） ３人 
 佐竹 諒祐さん  堺第１５団（せんしゅう） 

  プロジェクト

    『新緑のダイトレ テント担いで完全走破』 

    『しまなみ海道サイクリング』 

 元吉 七海さん  枚方第９団（きたおおさか） 

  プロジェクト

    『Let bea meahura! フラダンサーになろう』 

    『日々の善行』 

 甲斐 一馬さん  東大阪第９団（かわち） 

  プロジェクト

    『しまなみ海道渡ったるどー』 

    『My Knife －LvI－』 

■隼スカウト  ３人 

 きたおおさか地区  １人  かわち地区    １人  せんしゅう地区  １人 

■菊スカウト  １１人 

 ほくせつ地区    ２人  なみはや地区   ２人  きたおおさか地区 ２人 

 なんとう地区    ２人  かわち地区    ２人  せんしゅう地区  １人 

 人事往来  

  技能章考査員として、延べ２人の方が委嘱されました。 

            ＜任期：平成２９年２月９日～平成３０年１２月３１日＞ 

 うぶ声  

  みしま地区   吹田第１５団ベンチャー隊   復活 

  なんとう地区  大阪第７４団ベンチャー隊   復活 

  かわち地区   東大阪第２団ローバー隊    復活 

            ＜平成２９年３月９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 

■新商品紹介 

 ・ノーマンロックウェルトレーナー 価格 3,500円 

Can’t  wait(待ちきれない) ＜M:#33923・L:#33925・XL:#33927> 

    Concord(調和) ＜ M:#33933・L:#33935・XL:#33937> 

 ・ＷＳメッシュキャップ 価格 2,100円 ＜ﾌﾘｰｻｲｽﾞ #34720> 

  ・タイニーチェア ﾐッｷｰ&ﾐﾆｰ＜#89605>・ﾌﾟｰ&ﾋﾟｸﾞﾚｯﾂﾄ＜#89605> 価格 2,800円 

 ・ウルトラマン／ウルトラセブンＰＶＣチーフリング＜#77931/#77929> 価格 400円 

・第 23回世界ｽｶｳﾄｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰメモリアルパッケージ＜#77301> 価格 5,000円 ※数量限定 

スカウティング３月号でも紹介されていますのでご参照下さい。 

事務局からのお知らせ   

■平成２９年度全国大会の開催について 

 日程 平成２９年５月２７日（土）～２８日（日）

場所 鳥取市 とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）（鳥取市尚徳町 101-5） 

      ※どなたでも参加できます。お申込は大阪連盟事務局まで。 

■平成２９年度大阪連盟総会（予告） 

 日程 平成２９年６月４日（日）

場所 大阪教育大学 天王寺キャンパス ホール 

■大阪連盟の現状  Ｈ２９．２．２８ 

団の数  １６７団 

隊の数  ７４８隊 

ビーバー隊 カブ隊 ボーイ隊 ベンチャー隊 ローバー隊 

１４５隊 １６２隊 １６２隊 １５８隊 １２１隊 

 加盟員数 ８，７７５人 

スカウト数 指導者数 団委員数 

４，８３９人 ２，１４８人 １，７８８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   


