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2017年(平成29年）7月度定例地区委員会議事録
日時 2017年(平成29年）7月17日(月曜日） 19:30～21:20
場所 農村環境改善センター・生活改善研修室
0：地区委員長挨拶
11月地区大会もそろそろです。皆さん ご協力宜しくお願い致します
１：連絡事項・確認事項
第１部 2017/6/24（土）
スカウト参加２０人 内 当日技能章救急章認定無し、レポート一部認定あり
ボーイスカウト救急法講
第２部 2017/6/25（日）
指導者５名、スタッフ９名
習会
参加者全員研修意欲が高く 講習は上手くいった
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
主管 ボーイスカウト浜松連合協議会
１Ｆ セントラルコート
奉仕者：全５０名 （内 浜松地区２０名）
防災キャラバン
期末試験期間であり、VSの奉仕が少なかった
日連報告 日連報告写真
アンケート89名中名前あり４６名→地区組拡から団組拡に名簿連絡済み
→ボーイスカウトに興味ある人に 各団でしっかりフォロー
７月２日（日）
ボーイスカウト講習会静
磐田市向笠交流センター
参加者：浜名1団RS１名
岡580期（磐田地区）
（旧向笠公民館）
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
講座室
参加者：１７名
（西部ブロック）
７月３０日(日）10:30～14:00
開催要項 ：７／９ BVS部門指導者下見実施
ビーバー大会
テーマ「森と水の国の冒
太田山野営場
険」
８月５日（土）10:00～11：45
第４回「スカウトと社会を 日本連盟・大和の森 高萩スカ
つなぐ場所」
ウトフィールド
事務局配信済み
2017/9/16（土）～9/18(月）
第２回しずおかベン
三島市立箱根の里
チャーキャンプ
団委員研修所
静岡第25期

2017/9/16～9/18
国立中央青少年交流の家

WB研修所スカウトコー
2017/10/6～10/9
ス
太田山野営場
静岡第3期
WB研修所課題別研修
静岡第3期

2017/10/22
静岡青少年会館

駐車場： 方広寺所有地を借用出来た
浜松12団、浜松14団、引佐２団が使用する（乗り合わせ不要）
他団は 野営場駐車場に駐車する
内容：企業ゲストからの講演、他の参加者とワークショップ等
対象：ローバースカウト及び同年代指導者、ＮＪＴ２０１７の参加者（ＶＳ以上）
申込：日連専用フォーム 7/24
再掲載
対象：ベンチャースカウト
開催要項 地区締切（地区コミ）７／２７
再掲載 (地区締切は課題終了後、可能性がある人は 地区コミに連絡し、課題研
修開始）
対象：１９歳以上 ボーイスカウト講習会 修了後1年経過者
実施要項 参加申込書 課題 地区締切(8/24）
再掲載 (地区締切は課題終了後、可能性がある人は 地区コミに連絡し、課題研
修開始 7/18現在浜名1団 １名）
対象：１９歳以上ボーイスカウト講習会 修了者
実施要項 参加申込書 課題 地区締切((8/24 ）
再掲載 (地区締切は課題終了後、可能性がある人は 地区コミに連絡し、課題研
修開始
対象： １９歳以上 スカウトコース修了予定者
実施要項 参加申込書 課題 地区締切((8/24 ）

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
日連
県連

「なろう、一人前に」夏休み編
→動画 を個人・団 SNS、HPでシュア・発信
←受け入れ体制連絡先 7月18日更新予定
・平成２９年度夏季の諸活動に向けて
県外旅行届けは 県連書式を使用のこと
・県連ニュース７月号

隊・団指導者、県連盟役
8月26日(土)18:00～20:00
・開催要項 申込書 地区で取りまとめ
員
県連
静岡市葵区七間町１－１５ 「覚
参加予定者は ８／１８までに 西村に連絡してください
納涼交歓会
弥別墅(かくやべっしょ)」
８／１９までに県連連絡
加盟登録人口目標調査依頼 ・各団インプット用紙・・各団分をインプットし
県連
調査用紙
県連調査用紙書式でもＯＫです 西村まで 7/23(日）までにお送りください
参加隊（BS＆ＶＳ）
日連HP・・・基本実施要項 予定申込要領 ：7月現在くまスカウトも参加対象
17NSJ
2018(平成30年）8月4日～10日
県連へ 参加予定申込 １０月末
スタッフ(参加者７人に１人）
確定申込 2018年4月10日
石川・珠洲市
2018(平成30年）8月2日～11日 県連HP・・・開設予定
りふれっしゅ村鉢ヶ崎
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3：協議・審議・検討事項
※ 救急法講習会で プロジェクターが 西村宅にあり 使用できなかった
→ 地区備品が 何処に何があるかを まず台帳を作成する（書式は 西村が製
作）

地区備品管理
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

各団

RS
団担当
浜松1団
浜松7団
浜松12団
浜松14団
浜松19団
引佐2団
浜名1団
湖西1団
湖西2団

スケジュールに上がっている
地区委員会、地区リーダー会、地区コミ会議、地区TT会議は 地区会計が一括予
地区負担金 納入状況：湖西１団、湖西2団以外納入済み
仮払いがあれば せめて 2ヶ月以内に精算請求してください
浜松地区前掛け 30納入済み、在庫も合わせ40 、必要者は 連絡してください
県連 組織拡充・広報委員会 7/2 あり
今の若い人（BVS保護者世代）は 情報の８割を SNSから得ている
→SNSでの発信が重要
県連広報誌たちばな は 割り当てだけで無く、良いニュースは掲載して行くので
連絡してください
防災キャラバン奉仕ありがとうございました。
今後のフォロー宜しくお願い致します
本日（7/17） 菊面接実施しました
欠席（西村注：防災キャラバンでは 設営撤営だけで無く、１コーナーを担当してい
ただきました）
くるみ作業所夏祭りに出席予定
電気室老朽化→廃止、分電盤はボックス化（９月末完 予定）
６／２１豪雨により 旧竜ヶ岩橋流出、浸蝕、流木（枝）多量・・7/30BVS大会に向け
整備必要 （７／２３？）
（草刈りも必要）
太田山委員会 臨時 7/23 19：30～ 次回 9/10 13:00～
秋の奉仕：９／１０(日）9:00～12:00 有志参加
命山整備前に戻す（＝ペグがうてる）為 客土予定
7/1,2 浜松７団CSが」利用、8/27 管理地看板設置予定
17NSJは 現くま世代も参加可能（隊参加が原則）
１０月１日（日）19：30 青少年の家 CSくま、 ＢＳ、ＶＳ部門 保護者説明会
欠席（西村注：ＷＢ参加予定者は地区コミ経由TTに連絡）
BVS大会案内（上記）
ウルトラビーバー記念品と地区記念盾の県警については未定
→9月中に明確にしてください（西村注）
スーパーカブ記念品検討中
地区大会での記念盾をこれに変える、スーパーカブ認定書は必要（発行は誰？）
欠席（17NSJ 準備 検討中）
大人用 救急法講習会の希望あり→TTで検討する
9/23，24 ﾊﾟｲｵﾆｱﾘﾝｸﾞ研修会 実施計画は8月地区委員会までに提出する
欠席（6/24,25 地区RS懇親キャンプ（渚園）の報告は未提出）
団訪問予定：7/22 浜松７団渋谷、西村 9/10 浜名1団 渋谷
欠席
7/15，16 富士吉田口から 8合目宿泊しAM3：30 出発し 富士登山実施
小学2年生も参加、 今回の日程、時間帯は非常に混雑していた
特に無し
特に無し
6/29～7/1 通学合宿実施 入団者３名あり・・ＰＲとしては有効！
←宿泊（夕食、朝食）と風呂だけ用意すればＯＫ（特にイベントは不要）
CS隊長が退団、同時にスカウトも退団しBSは０となった
CSリーダー会には副長が参加する
BVS～指導者 消防署普通救命講習実施
BVS。CSも真剣に参加した
欠席
欠席

５：その他
7/7、
7/7 浜松７団１名、浜松12団２名、浜松19団３名
地域
湖東中
10/13
貢献
６：次回
2017/8/21(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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