
－ 1 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２９年度大阪連盟年次総会 

下記のとおり、平成２９年度大阪連盟年次総会を開催します。   

日時：平成２９年６月４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

         第１号議案  平成２８年度事業報告の件

第２号議案  平成２８年度決算報告の件

第３号議案  平成２９年度事業計画の件

第４号議案  平成２９年度予算の件

第５号議案  役員選任の件

                ・地区を代表する理事の確認

  ４．閉会



 ●年次総会終了後、下記の講演会を開催します。   

  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。 

講演者：（公財）ボーイスカウト日本連盟 

             社会連携・広報委員長  磯山友幸氏 （経済ジャーナリスト） 

    演 題：さあ、始めよう「仲間増やしゲーム」

                ～ボーイスカウトの魅力を発信する～ 

    対象者：どなたでも参加できますが、必ず大阪スカウト会館で受付けをお済ませ下さい。 

    時 間：１５時３０分～１７時 ※総会終了後となりますので、前後する場合があります。 

    講師プロフィール：1962 年東京生まれ。1987 年早稲田大学政治経済学部卒業。日本経済 

新聞で証券部記者、同部次長、チューリヒ支局長、フランクフルト支局長、「日 

経ビジネス」副編集長・編集委員などを務め、2011 年 3 月末で退社独立。 

現在、経済政策を中心に政・財・官を幅広く取材、各種メディアに執筆するほか、 

講演やテレビ出演、勉強会の主宰など幅広く活躍している。 
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■「大阪市こどもカーニバル」   

 ４月２３日（日）に、大阪市こどもカーニバル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、来場した多数の子供たちが挑戦しました。 

 

■危機管理セミナー 

 ボーイスカウト運動を取り巻く危機と、その対応についての理解を深め、危機発生時のシミュレー

ションや演習を進めながら、団での「危機管理マニュアル」の具体的活用についての体験をするセ

ミナーを開催します。 

日 時：平成 29 年 6 月 18 日(日) 9 時 15 分～16 時 30 分（9 時受付開始） 

場 所：大阪スカウト会館３階 

参加費：無料

対 象：各地区５人程度（危機管理担当者が望ましい）

持ち物：筆記用具、指導者手帳、昼食

服 装：制服（正装または礼装）

締 切：6 月 2 日(金) 大阪連盟締切 

※詳細につきましては、各地区指導者委員長までお問い合わせ下さい。

 

■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９日（日） 午前９時～午後４時

  場 所：大阪市立生野中学校

  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２２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。



■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１７日（休日） 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８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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■幼児救急法講習会 

 小学校低学年までの幼児の特徴や特性と、救命や応急の手当、並びに乳児に対する救命の手当てを学ぶ

講習会を開催します。 

  日 時：８月６日(日)  午後 1 時～午後 5 時 

場 所：大阪スカウト会館

対 象：１８歳以上の方（どなたでも）定員超過の場合は、大阪連盟所属員を優先します。

参加費：無料

定 員：４０人（先着順）

申込み：７月３１日(月) 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。 

    ※ 本講習会の資器材の一部は、ＪＲ西日本あんしん社会財団様からの提供を受けています。



■わくわくアウトドア・防災キャラバン 

 ６月１１日（日）に、イオンモール北花田で「防災キャラバン」を実施します。地域の皆さまのご

来場をお待ちしています。



 進級おめでとう！ 

■隼スカウト  ２人 

 かわち地区     ２人 

■菊スカウト  ２人 

 なみはや地区    ２人 



 指導者の研修  

■ウッドバッジ研修所 開設報告 

 スカウトコース大阪第 1 期（一括 BS） H29/5/4(祝)～5/7(日) 30 人履修 

 スカウトコース大阪第 2 期（一括 BVS） H29/5/4(祝)～5/7(日) 23 人履修 

 スカウトコース大阪第 3 期（一括 CS） H29/5/4(祝)～5/7(日) 32 人履修 



 人事往来  

  団担当コミッショナー 就任 

なんとう地区  和田 敏哉 氏 

            ＜平成２９年５月１１日付け＞ 

  技能章考査員として、延べ４人の方が委嘱されました。 

            ＜任期：平成２９年５月１１日～平成３０年１２月３１日＞ 
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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 

■お知らせ 

 販売中止となっていた「アルミ食器」は６月上旬に入荷致します。

品番 81041 価格 1,890円（作成メーカーが変わりましたが仕様は旧品とほぼ同様です。）

 新商品「ステンレスマグカップ」品番 81101 価格 1,080円 販売開始しています。 

 値下げ品のご紹介

   ・23WSJウインドブレーカー<ｸﾞﾘｰﾝ・ｸﾞﾚｰ M,L,XL,XXL,XXXL> (各 3,400円⇒1,800円) 

   ・23WSJロールトップデイバック・ファスナートップデイバッグ (各 6,500円⇒3,500円) 

   ・23WSJ ｶﾗﾋﾞﾅｺﾝﾊﾟｽ、ﾗｹﾞｰｼﾞﾀｸﾞ、ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟも値下げしています。 

新カタログは６月上旬に、団需品担当者あてに送付される予定です。

   各指導者には、７月スカウティング誌に同封される予定です。 

事務局からのお知らせ   

■年次総会について 

開催通知は５月２３日各団連絡先に発送致します。 

 事業報告書等先送り資料は、総会案内とは別便で送付致します。 

会場のセキュリティ上、参加者はスカウト会館で受付後、入場証を着用のうえ教育大学会場 

  へお入りください。 

■キャンプおおさか整備 

次回整備作業 ６月２５日（日） 担当地区 なみはや・なんとう地区 

■大阪連盟の現状  Ｈ２９．４．２８ 

団の数  １６４団 

隊の数  ７２２隊 

ビーバー隊 カブ隊 ボーイ隊 ベンチャー隊 ローバー隊 

１３２隊 １５７隊 １６０隊 １５６隊 １１７隊 

 加盟員数 ７，８６８人 

スカウト数 指導者数 団委員数 

４，２１６人 ２，００４人 １，６４８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   


