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＊詳細は2017年度2017年６月度定例地区委員会議事資料欄を参照してください。
2017/6/24
決議事項は青字、重要事項は赤字、地区委員会時のコメントは太字、敬称略
2017年(平成29年）６月度定例地区委員会議事録
日時 2017年(平成29年）6月19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
6月4日（日）
県連 組織拡充大会
清水テルサ
および定時総会
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

2017/6/23

・組織拡充大会
地区1番団（浜松14団）表彰、
スカウト見学参加が6/10県連理事会で好評
・表彰式・定時総会
日連組拡Ｓランク表彰：浜松12団
日連表彰者はＷＥＢ公開されている
県連役員： 理事長：村松 武博
地区代表理事：渋谷茂光
業務執行理事（野営行事委員長）：西村清矢
監事
：仲田始
県連盟副コミッショナー：宮崎賞人
各種委員会
指導者養成委員会 野営備品管理担当：石川昭治
組織拡充・広報委員会：松本健一
セイフフロムハーム・安全委員会：平野浩司
ユースチームチーフ：野澤美果子
ｈ２８報告 h２９計画

第１部 2017/6/24（土）
集合１８：５０ 解散２１：２０
ボーイスカウト救急法講 第２部 2017/6/25（日）
スカウト参加者は 受講時に 救急章報告書 の(2),(3)を記述し提出のこと
習会
集合 ８：５０ 解散１７：００
※１３：００～１６：４５ 消防署に
よる普通救命講習受講
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
チラシ配布：浜松14団、浜松19団、浜名1団、湖西１団
主分担： 受付・・組拡 記録・・広報
防災キャラバン
ロープコーナー・・VS担当コミ＋RS,VS
設営・撤収・・野営行事
レイアウト案 作業スケジュール案
集合場所（イオンモール浜松志都呂社員駐車場）
主担当下見＆イオンとの打ち合わせ
6/24(土）14:00～?
７月２日（日）
再掲載
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）
参加人数が定数に足りません。 申込期限を延ばしてます 各団プッシュ願います
（旧向笠公民館）
地区コミにCc願います
ボーイスカウト・ベン
2017/7/9
対象：西部ブロック団委員長、進歩担当委員
チャースカウト部門の
浜松市東部協働センター（飯田
ＢＳ・VS指導者等
進級課程の改定説明会 市民サービスセンター） 飯田
大きく進歩課程が変わります。是非参加し認識し準備願います
講座室
参加申込書 地区締切 6/30 地区コミ
（西部ブロック）
７月３０日(日）10:30～14:00
ビーバー大会
7/9 現地下見
テーマ「森と水の国の冒
太田山野営場
険」
申請書類等（県連HP）
（6/4県連総会にて承認されました）
各地区１万円、ブロック毎5万円
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
７団、浜名1団 で予定→ 活動時の報告書、領収書が必要です
（活動中写真、領収書が必要）
第２回しずおかベン
2017/9/16（土）～9/18(月）
対象：ベンチャースカウト
チャーキャンプ
三島市立箱根の里
開催要項 地区締切（地区コミ）７／２７
2017/9/16～9/18
対象：１９歳以上 ボーイスカウト講習会 修了後1年経過者
団委員研修所
国立中央青少年交流の家
実施要項 参加申込書 課題 地区締切(8/24）
静岡第25期
WB研修所スカウトコー
2017/10/6～10/9
対象：１９歳以上ボーイスカウト講習会 修了者
ス
太田山野営場
実施要項 参加申込書 課題 地区締切(8/24）
静岡第3期
2017/10/22
対象： １９歳以上 スカウトコース修了予定者
WB研修所課題別研修
静岡青少年会館
実施要項 参加申込書 課題 地区締切(8/24）
静岡第3期
団委員研修所、ＷＢ研修所は 事前課題の修了を トレーナーが認定する必要が
地区締切は コミが参加を承認する締切であり、参加予定の人は早急に 地区コミ
に連絡の事
２：県連理事会・地区推進委員会報告:その他 県連・日連情報
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ボーイスカウト浜松地区

日連

再掲載

難民支援衣料回収プロジェクト（3/1～5/31）
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 更新を日連に連絡する・地区HPもメンテする

県連
3：協議・審議・検討事項

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）

各委員会の打ち合わせ
組織拡充委員会
時には渋谷地区委員長
にも連絡ください(出来る 進歩委員会
だけ)
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 園長会挨拶実施
5/31 ボーイスカウト浜松連合協議会総会
（青少年の家）→2017，18年度幹事は浜松東
地区負担金 ６月末までに 地区口座に振り込み願います
緑の負担金も同時
特に無し
特に無し
7/1防災キャラバン奉仕は 近隣の団に お声がけしたところ
必要人数集まりましたので その方々に奉仕いただきます
特に無し
特に無し
特に無し
5/30 太田山委員会 電気室老朽化→廃止、分電盤はボックス化（９月末完 予
次回 9/10 13:00～
秋の奉仕：９／１０(日）9:00～12:00 有志参加
月一回浜名1団で草刈りで維持管理
管理理明示看板は スカウトが作成予定
ＷＢ研修所スカウトコース、団委員研修所 多くの指導者に参加願います
ボーイスカウト講習会に 保護者の方々に参加願います
研修所参加へのサポートは いつでも行いますので 連絡ねがいます
(西村注：課題研修修了書は２年間)
ビーバー大会 駐車場不足は 奥山小学校に依頼中
欠席
欠席
6/21地区ＶＳ会議・・年間テーマに沿って 地区ＶＳのネームプレート作成予定
11/3 市の野外音楽祭・・連絡先を 連合協議会担当地区と市へ届ける
6/24,25 地区RS懇親キャンプ（渚園）
団訪問予定
6/25 14:00～ 浜松カソリック教会司牧センター2F浜松14団//渋谷、川瀬
6/2519:00～ 舞阪協働センター 浜名1団//渋谷、杉山

★次回より、地区内、各団の情報交換を目的に「各団情報交換」の時間を設ける。
（良い事はマネしましょう！良くない事は同じ失敗をミスミス起こさないように共有しましょう！）
５：その他
地域
可美中
貢献
湖東中

6/1,2 終了

6/1：６名、6/2：６名

7/7、10/13各
13:00スタッフ集合
13:30～15:20

平日に動ける 浜松地区メンバー にて実施
来年度も あるとすると 浜松地区ＢＳでは １講座 だけにしたい

６：次回
2017/7/17(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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ボーイスカウト浜松地区

