
2018年度 大阪連盟ユース会議 [June] 

2018.6/28 Thu 19:00-21:00 

 

 

1：報告 

→ 各チーム 報告 

→ 各地区報告 

 → RCJから 

 → 全国大会 / SCOUTING EXPO 報告 

 → 「大阪連盟未来プロジェクト」フォーラム報告 

 

2：議決 

 → 役員選任について 

  きたおおさか地区 枚方 第 9団 山東 佑紀 

3：審議 

 → 大阪地震について 

 

4：諸連絡（詳細は別紙参照） 

 → 大阪連盟スカウトフォーラム アドバイザー募集 

 → RCJ Re:Quest 

 

“Yakuin Monthly” –役員との話のタネに－ 

* 梅雨入りして、湿度が高い毎日ですが、

冷房がないと過ごせない身体になってし

まいました。結局、ドライと冷房ってど

っちが安いん?! (かわぐち) 

 

* 最近の頭の中はテストと就活と漫画でい

っぱいです。葛藤しながらビースターズ

にハマってます。(ほざわ) 

 

 

 

*ぐでたまのおもちゃ狙いでマクドのハッ

ピーセット一生分食べました。もう、マ

クド食べたくありません。ですが、無事

に 6 種類全部揃いました。 (ささか) 

 

*髪色絶賛迷走中です。 (よしはら) 

 

 

 

 

次回 大阪連盟ユース会議は、7 月26 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 5 月 24日(木) 19：00～21：00 

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、(保澤) 

ほくせつ  

みしま  

なみはや 亀山 

きたおおさか 川口 義之、親木、杉本 

なんとう 赤津 

かわち  

せんしゅう 保澤 

計 4 地区 9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 裕都 (みしま地区 RS) 

議題 各種報告、決議、審議、諸連絡 

配布資料 議事要録、平成 30年度大阪連盟ユース会議議事録、チーム員募集について、「大阪連

盟未来プロジェクト」フォーラムの開催ご案内、RCJ Re:Quest参加者募集要項、第

24回世界スカウトジャンボリー派遣員募集要項 

Ⅰ）報告内容 

 １）各チーム報告 

   海外派遣サービスチーム 定期的に会議を実施 

   広報タスクチーム 会議は実施なし 

   OSCAP2020 定期的に会議を実施 

   キャンプおおさか整備奉仕 6/24の奉仕に参加する 

 ２）RCJから 

   全国大会が 5/26～27に実施されるため、改めて告知をした 

 ３）SCOUTING EXPO出展物紹介 

   大阪連盟ユース会議のブースで展示する出展物の紹介をした 

 ４）各地区情報共有 

  ●ほくせつ（5/19 地区ユース会議） 

   新歓イベントが延期となった。延期の日程は未定。 

  ●みしま（地区ユース会議 6/5の予定） 

   新歓…地区で話し合って実施するか決定する。 

  ●なみはや（5/12 地区ユース会議、次回 6/7） 

   新歓イベント（ボーリング）実施。後日反省会を行い、9月にキャンプの計画を立てる。 

  ●きたおおさか（5/20 ビーバーラリーと同日に会議） 

   ホームページの作成、来年の新歓イベントに向けた準備、地区ベンチャーと定期的に連絡を 

   取り合うことが決まった。 

  ●なんとう（次回 6/2～3のキャンプ時に会議を実施） 

   年プログラムの設定とその共有、6/2～3に小豆島へキャンプへ行く。 

  ●せんしゅう（5月地区ユース会議なし、次回 6/4） 

   6月 17日の交流バーベキューを企画・準備中。 

 

Ⅱ）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（大阪連盟ユース会議書記に立候補） 

  議決権をもつ各地区代表で決議を取り選任。 

 

Ⅲ）審議 

  ・ナレッジキャピタルについて 

   小学生が対象年齢ということを考慮し、自身がカブスカウトの時に体験して心に残っているプ   

ログラムを出し合って、実際に体験してもらう体験プログラムの手掛かりとする。 

Ⅳ）諸連絡  



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) RCJ Re:Quest 参加者募集 

6) 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 6月 28日（木）19：00～実施 

 

  



2018 年度第 1 回 RCJ 運営委員会 議事録 

 
日時：2018 年 5 月 27 日（日）12：00～14：00 
場所：長良川国際会議場 第二会議室 

 

議題： 1．平成 30 年度運営委員会の組織方針 

2．運営委員の役割分担 

3．RCJ 三カ年目標 

4．今後のスケジュール 

5．アドバイザーの選任 

 

1．平成 30 年度運営委員会の組織方針 

＜運営委員会のミッション＞ 

12 人の委員が同じ目標に向かって業務を進めるために、運営委員会としてのミッションを 

「つかわれる RCJ を認知してもらう」と暫定的に定めた。「つかわれる」とはこの場合「構成員によって
盛んに活用される」という意味である。また、このミッションを運営委員会内での共有にとど
めるか構成員にも大々的に紹介するかは今後決める。 

 

＜組織運営戦略＞ 

運営委員会という組織を、委員が成長しながら高いパフォーマンスを発揮できる快適な組織に
するため、以下の施策を実施することに決めた。 

 

・各役割のセルフマネジメント－役務に関しては当該委員が原則全責任を負う 

・ペア制度－活動推進委員とプロック代表でペアになり、相談し合い業務理解も進める 

・スカウトの枠組みを超える－スカウトでの経験を他の組織や活動に活かす。逆も然り 

・週次レビュー－やった業務や学びを週ごとに可視化し、振り返りを行う 

・1on1 ミーティング－委員と議長が定期的に電話し、委員のコンディションを確認する 

 
2．運営委員の役割分担 

役務 氏名 内容 

議長 木村 直登 対外的な象徴 

副議長 池田 章浩
山 路 卓 

議長の補佐 

 



 
 

組織拡充委員 木村 直登 運営委員会の運営 

社会連携委員 中嶋 路央 社会連携に関すること 

広報委員 長谷川 明里 Facebook ページの管理 

ICT 委員 池田 章浩 ICT チームのパイプ役 

国際委員 堀 秀 慈 国際チームの統括 

記録管理委員 加藤 大貴 議事録の作成 

各種事業についても担当を設けた。 

RCJ Re:Quest 三田 あかね RCJ というネットワークを用い
た大会広報 

日本連盟 

社会連携広報委員会 

長谷川 明里 委員会への出席、運営委員会への
内容の共有 

全国 

スカウトフォーラム 

吉川 直希 参加者への RCJ の周知 

 

 

3．RCJ 三カ年目標 
総会で承認された RCJ 三カ年目標について、今年度どの項目に優先的に取り組むかを決め
る予定であった。しかし、ほとんどの委員は着任直後で判断が難しい。そのため、本目標に対する問
題意識を各委員が持って業務にあたる時間を持ち、第 2 回運営委員会で優先度を決める。 

 

 

4．今後のスケジュール 

第 2 回運営委員会： 7 月 14 日(土)、15 日(日) 

第 3 回運営委員会： 10 月 27 日(土)、28 日(日) 

第 4 回運営委員会： 3 月 2 日(土)、3 日(日) 

平成 31 年度全国大会： 5 月 25 日(土)、26 日(日) 

 

 

5．アドバイザーの選任 
RCJ 運営委員会にはアドバイザーを設置することができ、今年度も引き続き小山さん
に依頼する。今後のアドバイザー候補については各委員が適任者を探す。 

また、プログラム委員会からローバースカウト担当として運営委員会への参席を依頼する。 

  



 
 

平成 30 年度第 1 回 近畿ブロック対面会 

 

日時：平成 30 年 5 月 26 日(土) 20:00～  

場所：岐阜市少年自然の家  

参加者：佐坂（大阪）吉岡（和歌山）矢部（奈良）松永（兵庫）菱田（滋賀）松井（京都） 
参席：戸谷前 RCJ 議長  

  

議題：  

1. 自己紹介と意気込み  

2. 県代表の仕事についての確認  

3. 平成 29 年度近畿ブロックからの引き継ぎ事項、役割分担  

4. ブロック単位の活動について  

5. 次回会議日程、議題  
 

内容：  

1．自己紹介と意気込み  

【大阪】  

佐坂美月（ささかみつき）短大 2 年  

2 年目のブロック代表！継続してブロックを変えていきます！  

【兵庫】  

松永慶太郎（まつながけいたろう） 大学 3 
年兵庫に活動を行き渡らせる！  

【京都】  

松井健悟（まついけんご）大学 3 年    

半年後留学なのでそれまで頑張ります！  

【滋賀】  

菱田樹（ひしだいつき）大学 3 年 IT 関連    

バイクが趣味。滋賀を盛り上げていきます！  

【奈良】  

矢部達大（やべたつひろ）大学 2 年  

  広い視点でブロックを支えて行きます！  

【和歌山】  

吉岡聖（よしおかたかし） 大学 4 年  

スカッシュで足を壊したのでリハビリ頑張ります。県代表 できる限り頑張ります！  

  

2.県代表の仕事についての確認  

    ○詳細は県代表マニュアルを参照すること（完成版公開は後日）  

・それぞれの県のローバーを可能な限りまとめて組織化すること  



 

 

 

・各県の情報の共有、及び各県のローバー活動活発化への貢献  

・それぞれのローバー活動の情報を収集。課題の発見とその解決のための努力。  

    cybozu は確認次第、「いいね！」を押すこと  

    ブロック会議や運営委員会の議事録は県連盟（コミ・事務局）に共有すること。  

  

3．平成 29 年度からの引き継ぎ事項  

【平成 29 年度引き継ぎ書】

https://docs.google.com/document/d/1wwgXI4wzaVfR2G2B2QrkOG0hzyA_cAypUb9AI0 

OuAiY/mobilebasic  

  

【役割分担】  

・ブロック代表 佐坂（1 名）  

・ブロック副代表 矢部（1 名）  

・書記    松井・松永（1～2 名）  

・広報    吉岡・菱田（1～2 名）  

                                                             

4．ブロック単位の活動について  

・昨年度ブロックイベント「KINKIMEETING3」  

          

    ・今年は何かブロック単位の活動を行うのか  

    ・行うとしたらどのようなものか  

    ・どのようなスケジュールで実施に漕ぎ付けるか  

  

5.次回会議日程  

日時：2018 年 6 月 9 日場所：大阪

スカウト会館形式：対面会議  

議題：平成 30 年度ブロック目標・平成 30 年度県別目標・ブロック単位の活動など・RCJ  

Re:Quest 参加人数見直し http://rcjweb.jp/H30_RCJQ.html・情報共有ツールの確認・ブロック単位

の活動について・各県活動報告  

 

https://docs.google.com/document/d/1wwgXI4wzaVfR2G2B2QrkOG0hzyA_cAypUb9AI0OuAiY/mobilebasic


 

 

各地区 情報共有 *Osaka Youth Conference 2018.6/28* 
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