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■わくわくアウトドア・防災キャラバン 

平成２９年９月１０日（日）から１０月７日（土）に、大阪府下７箇所で「わくわくアウトドア」

「防災キャラバン」を開催しました。会場を訪れた多くの子ども達が、ボーイスカウトで学ぶこと

ができる数々のスキルの中から、防災に役立つスキルを楽しみながら体験しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３２０号 

平成２９年１０月１２日発行 

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



－ 2 － 

■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。 


■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。 
 

■１７ＮＳＪネッカチーフ・キャップデザイン募集 
 第１７回日本スカウトジャンボリー大阪派遣団の記念ネッカチーフ及びキャップ用マークデザイ

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１２月９日（土）大阪連盟事務局宛 

作品規格：チーフは全体デザイン及びシンボルマークをデザイン、キャップはシンボルマーク

をデザイン下さい。シンボルマークについては、「チーフ用」「キャップ用」「チー

フ・キャップ共用」を明記して下さい。シンボルマークには、「第１７回日本スカ

ウトジャンボリー」「１７ＮＳＪ」「２０１８」及び“大阪”が判る文字またはデザ

インを織り込んでください。デザインの形状、色等の制限はなし。マークはチーフ

先端より 12cm 長以内に収まること。チーフの「縁デザイン」をする場合は 2cm 程

度の幅が適値。データで応募の場合は、AI 形式のファイルは不可。 

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。 



－ 3 － 

■山中の森からキャンプおおさかへ（ギフトセレモニー） 
 指導者訓練の地として多くの先輩が研鑽を積まれた、日本連盟・山中野営場がこの夏、８月２０日

に９２年の歴史に幕を下ろしました。これの最後の大営火に大阪連盟から参加した有志が、その時

のファイヤーアッシュを持ち帰りました。山中の地で育まれたスカウトスピリッツの伝統の炎を私

たちの指導者訓練の場である「キャンプおおさか」に受け継ぐセレモニーを有志にて行います。共

に楽しいひと時を過ごしましょう。 
日 時：平成 29 年 11 月 4 日(土) 午後 5 時 ～ 5 日(日) 午前 8 時 (4 日午後 3 時 開場) 

場 所：キャンプおおさか 

参加費：500 円 

その他：夕食はおにぎり等を持参ください。宿泊される場合は、必要品は各自で準備ください。 

申込み：10 月 31 日(火) 大阪連盟締切 

※ 詳細につきましては、大阪連盟ホームページ掲載の案内をご参照ください。 

 
■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。 

 

 進級おめでとう！ 
■富士章受章 （面接日：９月２８日） ２人 
 中島 稜さん   大阪第１１団（なみはや） 

  プロジェクト

    『大阪日本ええとこどり！』 

    『Walk Run Climb』 

 宮本 佳奈さん  堺第２５団（せんしゅう） 

  プロジェクト

    『北にはない南の星』 

    『マレーシアで和食を作ろう！！』 

■菊スカウト １４人 

ほくせつ地区 １人  なみはや地区 ２人  きたおおさか地区 ２人 

かわち地区 ３人  せんしゅう地区 ６人    
 

 指導者の研修  

■団委員研修所 開設報告 

 大阪第 6 期  H29/９/22(金)～9/24(日)  11 人履修 
 

 人事往来  
  事務局次長   就任 

伊東 徹二 氏 

        ＜平成２９年１０月１日付け＞ 

  事務局職員   採用 

則次 亮介 氏 

        ＜平成２９年１０月１日付け＞ 

  地区副コミッショナー 辞任 

    かわち地区  徳山 隆彦 氏 

            ＜平成２９年１０月１２日付け＞ 

  技能章考査員として、延べ３人の方が委嘱されました。 

            ＜任期：平成２９年１０月１２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 ・「進歩の手引き」10 月下旬の入荷予定 #61045 価格未定 

   ・新進級章入荷  ・新スカウトバッジ #51171  ・新初級章 #51173 

             ・新２級バッジ      #51175   ・新 1級章 #51177  ＜各 184円＞  

    ・新技能章（入荷品 野営(#55401)・野営管理(#55403)・救急(#55405)・野外炊事(#55407) 

・公民(#55409)・リーダーシップ(55412)・ハイキング(#55414)・スカウトソン 

グ(#55416)・パイオニアリング(#55418)・通信(#55421)・計測(#55423)・観察 

(#55425）  ＜各 130円＞ 

アルミ食器は一時販売停止となっていましたが、改良品が入荷致しました。

   ・品番 ８１０４１  価格１，８９０円   

事務局からのお知らせ   

■キャンプおおさか整備 
１１月１２日（日）に整備作業を行います。ほくせつ地区、きたおおさか地区担当。

■キャンプおおさか冬季閉鎖 
下記のとおり、冬季閉鎖を行います。 

 冬季閉鎖期間：平成２９年１２月１８日（月）～ 平成３０年１月１４日（日） 

 水供給停止期間：平成３０年１月１５日（月）～ ２月２８日（水） 

■次年度共済・登録関係書類の発送について 
「平成３０年度に向けての共済手引き・継続登録申請のご案内」は、１１月中旬に、日本連 

盟より各団通信連絡先に送付されます。ご確認をお願い致します。 

■大阪連盟の現状  Ｈ２９．１０．１ 

団の数  １６４団 

隊の数  ７２7 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 １１8 隊 

 加盟員数 ８，２００人 

スカウト数 指導者数 団委員数 

４，４７８人 ２，０３６人 １，６８６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   


