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■技能章「消防章」講習・考査会 

平成２９年 7 月１6 日（日）に、大阪市消防局のご協力を得て、大阪市立阿倍野防災センターで、

技能章「消防章」講習・考査会を開催しました。当日は 36 人のスカウトが消防に関する知識・技

能を学び、「消防章」の考査に合格をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■幼児救急法講習会 

平成２９年 8 月 6 日（日）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。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 

28 人の参加者が学びました。 
 

 

 

 

 

 

 

 


※ 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。 
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■第４０回大阪連盟スカウトフォーラム 
ベンチャースカウトたちが、個々に自己の成長をはかり、幅広い社会性を身につけ、相互の理解を

深めるための機会とし、スカウトフォーラムを開催します。 

日 時：平成２９年１１月３日（金・祝） 午前９時３０分～午後６時 （９時 受付開始） 

場 所：大阪スカウト会館 

テーマ：「防災 ⇒ 減災へ ～あしたにそなえて、私たちができること～」 

対 象：各地区から選出されたスカウト 

参加費：無料 

※ 詳細につきましては、各地区スカウト委員長へお問い合わせください。 
 

■スカウトフォーラムアドバイザースタッフ募集 
 「第４０回大阪連盟スカウトフォーラム」の開催にあたって、グループを支援するアドバイザース

タッフを募集します。 

対 象：VS へのアドバイスができる大阪連盟所属の 18 歳～25 歳の RS・指導者 

条 件：１０月１８日（水）開催のスタッフ説明会を含む全日程に参加ができること。 

締 切：平成２９年１０月６日（金） 

※ 詳細につきましては、各地区スカウト委員長へお問い合わせください。 
 

■JOTA・JOTIに参加しよう！！ 
 世界スカウト機構の公式行事として、世界中のスカウト仲間がアマチュア無線で交信しお互いを理

解し、知識と友情を深めることを目的とした、第 60 回ジャンボリー・オン・ジ・エア（略称：JOTA）

が本年も開催されます。 

 同様の目的で、第 21 回ジャンボリー・オン・ジ・インターネット（略称：JOTI） 

 も同時に開催されます。 

  日 時：平成 29 年 10 月 20 日（金）00：00～22 日（日）24：00 72 時間 

※ 詳細につきましては、各団へ配付の実施要項を参照ください。 
 

■ジャンボリー・オン・ジ・インターネット（JOTI） 
 大阪連盟でも、世界中のスカウトとインターネットで友情を深める JOTI 集合行事を行います。 

 参加の後、希望者(申請者)には世界スカウト機構より「JOTA・JOTI 参加証明書」が発行されます。 

日 時：平成２９年１０月２２日（日）午後１時～午後４時 

場 所：大阪スカウト会館（ネットで世界中のスカウトと会話ができるように繋ぎます。） 

対 象：大阪連盟所属のスカウト、指導者、関係者（ビーバー、カブスカウトの参加も可） 

締 切：平成２９年９月３０日（土） 

※ 詳細につきましては、各地区国際委員長へお問い合わせください。 
 

■シンボルマークデザイン募集 
 日本ボーイスカウト大阪連盟は、２０１９年に結成７０年を迎え、大阪ボーイスカウト振興協会は、

２０２０年に設立５０周年を迎えます。これらを記念する事業のシンボルマークデザインを募集し

ます。皆さまの奮っての応募をお待ちしています。 

応募資格：大阪連盟加盟員及びその関係者 

応募締切：平成２９年１１月３０日（木）大阪連盟事務局宛 

作品規格：「記念事業テーマ」や「キーワード」をデザインし、「大阪」「７０年」「５０年」 

      などを織り込んだもの。１０ｃｍ角または、直径１０ｃｍの円形。色数制限なし。 

そ の 他：未発表の作品に限ります。採用作品の著作権は大阪連盟に移転するものとします 

      （著作権法第２７条、第２８条の権利を含む）。また、採用作品のデザインは、大阪

連盟が改変して利用することに同意するものとします。

※ 詳細につきましては、各団へ配布の募集要項・参考資料をご参照ください。 
 

■第７回大阪マラソン 
平成 29 年 11 月 26 日(日)に開催される「第 7 回大阪マラソン」に、大阪連盟が奉仕をします。 

 

■2017ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート競技大会 
平成 29 年 11 月 10 日(金)～12 日(日)に開催される「2017ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート競技大

会」の表彰式に、大阪連盟（担当：なみはや地区）が奉仕をします。 
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■第２６回安全フォーラム 

  多彩な講師陣を招き、内外に好評のこのフォーラム。今回も、魅力ある活動プログラムをより安

心して展開するスキルを磨くために役に立つ講座を予定していますので、全国のボーイスカウト関

係者のみならず、ガールスカウト関係者をはじめ、青少年活動指導者、一般市民の皆様方の多くの

ご参加を心からお待ちしています。 

テーマ：「ひろげていこう 安全のカタチ」

日 時：平成 29 年 11 月 19 日(日) 午前 9 時 30 分～午後 4 時 45 分 (9 時 15 分受付開始) 

場 所：本門佛立宗 清風寺 さくらホール (JR 福島駅、阪神電鉄福島駅下車徒歩 10 分) 

参加費：700 円 (資料代含む)  

定 員：200 人 

対 象：青少年活動に関係する方はどなたでも 

申込み：11 月 4 日(土) 大阪連盟締切 

  プログラム： 

    §１「共済事故と計画書 ～なんちゃって計画書にならないために～」 

                       水戸守法律事務所 所長 弁護士 水戸守雅之氏 

    §２「大阪府における災害リスクとその備えについて ～南海トラフ巨大地震への対応～」 

大阪府危機管理室 課長補佐 濱家 貢氏 

    §３「歯の健康に自信がありますか？」 歯科医師 原 眞仁氏 

    §４「食べ物の好き嫌いと味覚の発達」 畿央大学 健康科学部 教授 上地加容子氏 

    §５「ボーイスカウト活動と矯正教育」 美保学園 学園長 谷口哲也氏 

   ※ 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。 
 

 進級おめでとう！ 
■富士章受章 （面接日：７月２７日） １人 
 小林 亮登さん   茨木第１団（みしま） 

  プロジェクト

    『姉妹都市 小豆島町をＰＲ』 

    『風力発電プロジェクト』 

■隼スカウト １４人 

ほくせつ地区 ３人  みしま地区 ２人  なみはや地区 ３人  

なんとう地区 ４人  かわち地区 ２人    

■菊スカウト １５人 

ほくせつ地区 ２人  みしま地区 ９人  なみはや地区 ２  

なんとう地区 １人  かわち地区 １人    
 

 うぶ声  
  みしま地区   茨木第９団ローバー隊   復活 
 

 人事往来  
  団担当コミッショナー 就任 

せんしゅう地区  洲﨑 秀国 氏、岩根 敦子 氏 

  地区副コミッショナー 辞任 

    なんとう地区  井上 潤一 氏 

せんしゅう地区  洲﨑 秀国 氏、岩根 敦子 氏 

            ＜平成２９年９月１４日付け＞ 

  技能章考査員として、延べ５人の方が委嘱されました。 

            ＜任期：平成２９年９月１４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 

 進歩課程改訂に伴う書籍の発行 ・スカウト進級手帳 発売中 品番 61041 価格 260円

・「進歩の手引き」は １０月中旬入荷予定 

  新進級章、技能章       ・新進級章は ９月末入荷予定 

                    ・技能章（１２品目）は １０月中旬入荷予定 

アルミ食器の一時販売停止について 

  不具合が生じたため、一時販売を停止しています。入荷予定が判り次第お知らせ致します。 

 ２０１８年度スカウトカレンダーの予約を承っております。 

事務局からのお知らせ   

■キャンプおおさか整備 
９月３日（日）に整備作業を行いました。奉仕者９９人。次回整備作業１１月１２日（日）。

■ボーイスカウト用品発送運賃の改定について 
宅配業者の運賃改定に伴い、ボーイスカウト用品発送運賃を下記のとおり改定いたします。 

よろしくご理解、ご協力をお願いいたします。 

 料金：基本料金 1,000円（3辺の合計 100cm、10kgまで） 

     ※750円（3辺の合計 80cm、5kgまで）、1500円（3辺の合計 100㎝、10kg以上）、 

      日本郵便も併用します。 

 実施時期：平成２９年１１月１日（水）発送分より 

※詳細につきましては、各団へ配布の資料をご参照ください。 

■大阪連盟の現状  Ｈ２９．８．３１ 

団の数  １６４団 

隊の数  ７２６隊 

ビーバー隊 カブ隊 ボーイ隊 ベンチャー隊 ローバー隊 

１３６隊 １５７隊 １６０隊 １５６隊 １１７隊 

 加盟員数 ８，１４０人 

スカウト数 指導者数 団委員数 

４，４２６人 ２，０３６人 １，６７８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   


