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2017年(平成29年）５月度定例地区委員会議事録
日時 2017年(平成29年）5月15日(月曜日） 19:30～21:00
場所 農村環境改善センター・生活改善研修室
１：連絡事項・確認事項
浜松祭り 駐車場奉仕
県連 組織拡充大会
および定時総会

6月4日（日）
清水テルサ
10:30～11:50組織拡充大会
13:00～13:30表彰式
13:45～16:00定時(年次）総会
17:00～19:00交歓会

2017/5/3,4,5 延べ７８名奉仕ありがとうございました。→5/17 謝礼受け取り予
定
西村注： 奉仕人数を登録人数比率にして欲しいとの要望有り→来期 依頼までに
決定する
総会案内郵送済み
・組織拡充大会案内 10:00受付開始
各地区1番団（浜松14団）表彰、
古着回収プロジェクト
参加対象（団委員長、団組拡、団広報、他）
スカウト見学可（傍聴席有り）
組織拡充大会案内には返信が無いが 不要か？
・表彰式・定時総会案内 11:30受け付け開始
日連表彰（50周年、Ｓランク）への出席案内は来るのか？
→(5/16 県連事務局）案内を発送したとのこと
参加対象（地区・団 代表）、受付（地区事務局）
地区代表：渋谷地区委員長
（団：団代表を指名し極力誰か参加）
懇親会への出席希望は？
→西村注：(5/18確認）交歓会は地区で参加を取りまとめます（事務局にて）
再掲載
開催要項 ワード ＰＤＦ
（技能章救急章取得）：事前課題を済ませて研修に持参する
対象：ボーイスカウト２級以上、ベンチャースカウト

第１部 2017/6/24（土）
集合１８：５０ 解散２１：２０
第２部 2017/6/25（日）
集合 ８：５０ 解散１７：００
ボーイスカウト救急法講
※１３：００～１６：４５ 消防署に
習会
（万一にそなえての応急処置の方法の習得）
よる普通救命講習II受講
対象：指導者：消防署普通救命講習のみ参加も可
申込先：齊藤 ＶＳ担当副コミ
申込期限：5/31(水）厳守・・名簿を消防署に提出要
７月１日(土）
日連＋イオンモール共催事業
イオンモール浜松志都呂
静岡県として、イオンモール浜松志都呂で実施
１Ｆ セントラルコート
主管 ボーイスカウト浜松連合協議会
→実行委員会を作り 実施 （※浜松地区としてはスカウト展）
防災キャラバン
第１回実行委員会 ５月２４日（水）青少年の家
→5/25 各担当毎に奉仕を各団に依頼する
企画書（西村私案） レイアウト（西村私案）案
作業スケジュール案
７月２日（日）
事務局配信済み
ボーイスカウト講習会静
磐田市向笠交流センター
おしらせ（申込書） 6/19までに磐田地区申込
岡580期（磐田地区）
（旧向笠公民館）
地区コミにCc願います
１１月１２日（日）
許可書および利用の手引き
地区大会
バックヤード車両通行許可および注意事項
ガーデンパーク 決定
各部門 準備開始願います
申請書類等（県連HP）
（6/4県連総会にて承認されれば）
各地区１万円、ブロック毎5万円
緑化推進事業
県連補助事業
緑化推進事業補助金・・2016年度4個団
→2017年度 緑化推進事業予定
（次回地区委員会までに）提出
（活動中写真、領収書が必要）
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２：県連理事会・地区推進委員会報告:その他 県連・日連情報

日連

再掲載

難民支援衣料回収プロジェクト（3/1～5/31）
実施：浜松１２団、浜松14団のみ→日連への実施報告を 西村にも送付
ボーイスカウトＰＲ活動計画「なろう、一人前に」
→動画 を個人・団 SNS、HPでシュア・発信
←受け入れ体制連絡先 更新が必要
→西村が 現 浜松地区HP情報を元に 各団に確認して 日連連絡し更新する

県連
3：協議・審議・検討事項
浜松市青少年の家まつ
地区グッズ追加製作？

１１月２６日（日）10:00～15:00
地区前掛け エンジ 在庫０
紺
在庫４

案内・申込書→杉山副地区委員長を代表として代表として参加する
地区前掛け

エンジ２０枚、紺１０枚 発注する（単価 １，０００円）

４：地区業務報告および今後の予定
年間スケジュール確認

運営委員会

総務委員会（財政・会計含む）

事務局

広報委員会(HP含む）
組織拡充委員会
進歩委員会
野営行事委員会
障がい児スカウティング
太田山委員会
乃木広場
コミグループ

地区コミ

ＴＴ

ＢＶＳ
ＣＳ
ＢＳ
ＶＳ
RS
団担当

5/18 民間保育園 園長会予定
5/31 ボーイスカウト浜松連合協議会総会
（青少年の家）
地区負担金 ６月末までに 地区口座に振り込み願います（６月地区委員会に持
緑の負担金も同時
振込時には 団名のみ（ボーイスカウトは不要：文字数制限で 振込者が判らなく
領収書表書き宛名は「日本ボーイスカウト浜松地区」但し書きは 一品の場合そ
２品以上の場合 明細がわかるものを添付
領収書裏に 鉛筆で 担当委員会および担当者名、利用目的
会計関連の連絡は 地区会計 <kaikei@scout-hamamatsu.net> まで御願いします
担当者は 変わりますが、登録事務等事務局への 連絡は従来通り
地区事務局 <office@scout-hamamatsu.net> 宛て 御願いします
メール連絡は 事務連絡員宛て行う（本年度から ＩＴ連絡員廃止）
郵送も 事務連絡員宛て行う
湖西１，2団の事務連絡員の連絡が来ていない→湖西訪問時に確認する
たちばな 記事 湖西2団から 頂きました。 今後各団ご協力宜しくお願いします
友情章申請有りました。今後も 各団申請願います
はやぶさ面接実施しました
野営行事委員を ２名程度拡充予定（現 委員の居ない団で 推薦者があれば推
薦願います）
コミュニティーモールinくるみ（バザー）今年は中止
5/30 太田山委員会 懸案事項等 今後の方向付けを実施する
公園使用に付き 今後毎年利用申請提出する
利用許可申請 使用許可証
覆土は数ヶ月中に実施予定
乃木広場案内を 太田山案内と同様 地区HPに掲載する
スカウトコースは秋にもあります。多くの参加を呼びかけ下さい
5/3～5 スカウトコース 所員0 本部員1
奉仕員1：地区推薦は 不要と指導者養成委員長に言われた
（口答では事前に 各日１名地区コミに依頼有り）
押しかけ奉仕の形になってしまった
→従来 ＱＭから 地区に（メールで）奉仕員要請があった→経緯を西村が確認す
る
→押しかけ奉仕は無くするよう 地区TTで確認する
参加者 浜名1団１名
7/30 地区ビーバープレ大会を 太田山で実施予定（浜松1団予約済み）
← 駐車場を考慮下さい
６／７，７／５ CS-ＲＴを実施します
特に無し
新進歩課程勉強会実施予定
欠席
団訪問予定・・・日程・内容希望
６月：浜名1団夕方、浜松14団 16:00 ６／２５希望（調整しい ６／１９地区委員会
で連絡する）
７月：浜松１２団 ７／２ 15:00～ ジャンボリーナイト（渋谷、杉山 参加）
浜松７団 ７／１５，１６ 富士登山 or 8/19,20 団キャンプ に訪問希望

５：その他
地域

可美中

貢献
湖東中

6/1,2 各 9:30スタッフ集合
10:00～開催
7/7、10/13各
13:00スタッフ集合
13:30～15:20

主任講師（浜松１９団 丸山）
１日（浜松１２団１名、引佐２団１名、＋）引佐２団 石川、浜松１９団 松浦
２日（浜松7団１名、１２団２名、引佐２団１名、＋）
平日に動ける 浜松地区メンバー にて実施

６：次回
2017/6/19(月曜日）：農村環境改善センター/生活改善研修室：地区委員会
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