
2018 年度 大阪連盟ユース会議 [May] 

2018.5/24 Thu 19:00-21:00 

 

 

1：報告 

→ 各チーム 報告 

 → RCJから 

 → SCOUTING EXPO 出展物紹介 

 

2：議決 

 → 役員選任について 

  せんしゅう地区 高石 第 3団 保澤 颯稀 

3：審議 

 → ナレッジキャピタルについて 

 → キャンプおおさかのキャンプでやりたいこと…? 

 

4：諸連絡（詳細は別紙参照） 

 → キャンプおおさか整備 

 → 各種チーム員募集 

→ 「大阪連盟未来プロジェクト」フォーラム…女子 1人募集 

 → RCJ Re:Quest 

 → 海外派遣情報…24WSJ 大阪連盟〆切 5/31 

 

“Yakuin Monthly”  

*就活で「しゃべりに初々しさがないよ

ね」って言われたのですが、初々しいし

ゃべりってなんですか?! (かわぐち) 

 

*おすすめのほうじ茶デザート求めてま

す。情報待ってます。(よしはら) 

 

 

 

*イメチェンしようとして思って髪の毛染

めたけど全然変わってないので、イメチ

ェン失敗しました。(ささか) 

 

 

 

 

次回 大阪連盟ユース会議は、6 月28 日（木）19:00 から 



平成 30 年度 大阪連盟ユース会議 議事録 

開催日時 平成 30（2018）年 4月 27日(金) 19：05～21：00 

開催場所 大阪スカウト会館 3階 

出 席 者 役 員 川口 長、佐坂、吉原 

ほ く せ つ 武田 

み し ま  

な み は や 亀山、石原 

きたおおさか 川口 義之、入江、元吉、杉本 

な ん と う 赤津、菰池、多田、（吉原） 

か わ ち  

せ ん し ゅ う 保澤、阿久津、中山 

計 6地区 18名 

参 席 者 菅沼大阪連盟ユース担当副コミッショナー、本田(みしま地区 RS) 

議 題 各種報告、決議、審議、諸連絡 以下の通り 

配 布 資 料 議事要録、平成 29年度大阪連盟ユース会議総会議事録、平成 29年度 3月大阪連盟ユ

ース会議議事録、チーム員募集について、 

Ⅰ）報告内容 

1) 大阪連盟ユース会議（OYC）について―オリエンテーションにかえて― 

  地区代表の役割として、①各地区からの情報を大阪連盟ユース会議で共有し、②大阪連盟ユース

会議からの情報を各地区ユース会議で共有するように依頼。 

2) アイスブレイク 

  参加者間で自己紹介を行った。 

 3) 各地区情報共有 

  ●ほくせつ（4/5 地区ユース会議、次回 5/19） 

   プログラム案と地区ユースのロゴ作成について協議。 

地区ユースメンバーに団の募集行事の手伝いを依頼。 

  ●みしま（4/8会議…見送り、次回 5月中で調整中） 

   新歓…地区で話し合って実施するか決定する。 

  ●なみはや（4/14会議、次回 5/12） 

   5月 12日に新歓ボーリング企画中。 

  ●きたおおさか（次回 5/20） 

   次回、今後の地区ユース会議について話し合う予定。 

  ●なんとう 

   （確認漏れ） 

  ●せんしゅう（4/9会議） 

   地区ユースで実施する企画の実施時期を協議し、6月と 10月に実施する予定 



   6月 17日に交流バーベキューを企画中。 

 

Ⅱ）議決 

 役員選任について 

  なんとう地区 大阪第 123団 吉原 直歩（大阪連盟ユース会議広報に立候補） 

  議決権をもつ各地区代表で決議を取り選任。 

 

Ⅲ）審議 

 「大阪連盟未来プロジェクト」フォーラムについて 

  2種のテーマに従って意見交換を実施。 

   1) スカウト運動の真の強みとは 

    →自己研鑽の機会が多く、また幅広い年齢層とかかわるためにコミュニケーション力を養う

ことができる 

   2) スカウト活動の最も効果的な社会への告知活動は何か 

    →メディアや SNSなどを利用して知名度のアップをめざす 

  →参加者は女子スカウト 2人募集中 

 

Ⅳ）諸連絡…各種資料を配布して参加者を募集中 

1) 各種チーム員募集 

広報タスクチーム、海外派遣サービスチーム、OSCAP2020プログラム準備チーム、キャンプ

おおさか整備奉仕チームで追加メンバーの募集。各種チームとも大阪連盟所属の 18-26歳未満

のユース年代のメンバーを募集中。 

2) キャンプおおさか整備奉仕 

  次回は 6月 24日。各地区で参加者を募集。 

3) RCJ大阪副代表募集 

4) 「大阪連盟未来プロジェクト」フォーラム開催に関して 

5) 第 9回「スカウトと社会をつなぐ場所」の参加者募集 

6) RCJ Re:Quest 参加者募集 

7) 第 9回アジア太平洋地域スカウトユースフォーラム派遣 派遣員募集 

8) 第 24回世界スカウトジャンボリー派遣 派遣員募集要項(第一次) 

 

次 回 予 定 平成 30 (2018) 年 5月 24日（木）19：00～実施 

 



各地区 情報共有 *Osaka Youth Conference 2018.4/27* 
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・大阪連盟ユース会議には４つのチームが存在します 

・ユース年代であれば誰でも参加可能！ 

・気になった方は役員までお尋ねください 

 

海外派遣のプログラム

内容立案を中心に国際

に関すること全般を担

当！海外スキ、英語ス

キな方は集まれ～～！ 

Facebookや Twitter、

㏋などでユース会議の

内容発信のほか、企画

などもしているのでカ

メラ・ビデオなどに興

味ある方は是非！ 

2020年に開催される

大阪連盟行事 OSCAP

の企画に携わることが

できます！プログラム

内容の立案を中心に

様々なことに挑戦！ 

年に４回程開催される

整備奉仕のユースとし

てできることを考えま

す。企画なども考える

ことができるのでどな

たでも是非～～！ 

海外派遣サービスチーム 広報 

OSCAP２０２０ 

キャンプおおさか 

整備奉仕 



 

こんにちは！ 

広報担当の吉原直歩です。 

最近急に暑くなりましたね。溶けそうですね。 

「暑くて、暑くて何もやる気が起こらない」というそんなあなたに！！ 

広報チームに入ってみませんか！？！？ 

現在広報タスクチームのチーム員を絶賛大大大募集中です！ 

 

Facebook 等の SNS、Web ページ等の更新、などの大阪連盟ユース会議をより

多くの方に知ってもらうための情報発信を行っています＊＊＊ 

カメラや写真が好きな方、SNS が好きな方、新しいことを始めたい方 

情報発信に関わりたい方、何でも OK です！！！ 

少しでも興味のある方、吉原まで連絡待っています‼ 

    →→→osakayouthconference@gmail.com 

 

  



  



  



  



  



  



  



 


