2017年(平成29年）８月度定例地区委員会

承認
地区委員長

作成・確認
総務委員会

渋谷

西村

＊詳細は2017年度2017年８月度定例地区委員会議事資料欄を参照してください。
2017/8/26
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

2017/8/24

2017年(平成29年）8月度定例地区委員会議事録
日時 2017年(平成29年）8月21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
０：菊顕彰 （地区コミ：認定書授与、 菊スカウト所信表明、弥栄）
１：連絡事項・確認事項
７月３０日(日）10:30～14:00
ビーバー大会
テーマ「森と水の国の冒
太田山野営場
険」
第２回しずおかベン
チャーキャンプ
団委員研修所
静岡第25期

2017/9/16（土）～9/18(月）
三島市立箱根の里
2017/9/16～9/18
国立中央青少年交流の家

２０１７年パイオニアリン
グ研修会
WB研修所スカウトコー
ス
静岡第3期

2017/9/23,24
太田山野営場

WB研修所課題別研修

2017/10/22

静岡第3期

2017/10/6～10/9
太田山野営場

静岡青少年会館

１１月１９日（日）
ボーイスカウト講習会静 浜松市青少年の家
岡583期（浜松東地区） 事務局配信済み

実施結果：スカウト４８名 総勢 １３４名
参加予定者：７団１名、14団１名のはずだが 正式申込は０→各団で大至急確認
申込手続き
対象：ベンチャースカウト
参加予定：浜名1団１名
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）
対象：RS、VS、指導者
参加申込 齊藤VS担当副コミ、地区締切（9/10）
参加予定：浜松12団３名、浜松14団１名、浜名1団１名のはずだが 正式申込は０
→各団で大至急確認、申込手続きを進めてください
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 ）
対象：１８歳以上誰でも！（RS、保護者も）
（とりあえず、行っておき、ＷＢ研修所の参加要件を満たす）
参加申込、川瀬地区コミにもCc願います
（注： 託児もあります）

２：県連理事会・地区推進委員会報告:その他 県連・日連情報
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：５名
納涼交歓会
弥別墅(かくやべっしょ)」
県連
17NSJ
石川・珠洲市

加盟登録人口目標調査依頼 ・静岡県連盟 ５年後目標集計結果
調査用紙
（浜松地区、未回答団は 2017当初維持で回答）
参加隊（BS＆ＶＳ）
日連HP・・・基本実施要項 予定申込要領
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

現クマスカウトも参加対象となる→ 浜松地区としての説明会 １０／１実施（青少年の家）
りふれっしゅ村鉢ヶ崎

2018(平成30年）8月2日～11日

県連HP・・・開設予定

3：協議・審議・検討事項
地区大会

１１／１２ガーデンパーク
（野外ステージ 予約済み）

９／１３二水会にて 確認 その後 実行委員会
詳細 は9月地区委員会にて
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４：地区業務報告,団報告および今後の予定
年間スケジュール確認
総務委員会（財政・会計含む）
運営委員会
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

コミグループ

乃木広場
地区コミ
ＴＴ
ＢＶＳ
ＣＳ
ＢＳ

ＶＳ
RS
団担当
団

浜松第1団
浜松第7団
浜松第12団
浜松第14団
浜松第19団
引佐第2団
浜名第1団
湖西第1団
湖西第2団

・地区役員で 経費立替があれば 早急に処理してください
・県連名簿 各団配布
・地区表彰（６年、３０年）（11月地区大会で実施）申請書各団配布
後日データで配布→ 10月地区委員会までに 提出ください
・たちばな１０月号 浜松7団 記事提供ありがとうございました
秋の芸術祭開催決定 10/28、29 レイアウト案
BS（浜松連合協議会）は１０／２９（日）のみ参加→詳細決まり次第 各団に奉仕を
依頼します
・友情章 7月浜松12団１名、19団８名 申請済み
上記 顕彰 、8月にこの後 ３名菊面接予定
特に無し
８／５ くるみ作業所夏祭り 参加
地区HP 太田山ページ にて予約状況が判るようになりました
・・・予約手続きは従来通り FAXで御願いします
太田山委員会 次回 8/27 9:00～（奉仕作業確認）
次々回
9/10 13:00～
（電気室解体準備）電気工事
8/23（水） 8：30～（富田電気）
秋の奉仕：９／１０(日）9:00～12:00
強制ではありませんが、作業箇所が多量にあり
極力 各団 上記 奉仕作業に出来る方
客土 8/18実施 管理実施一覧
8/26県連で コミ会議があります、地区からの要望等あれば 川瀬まで
9/3 9:00～ 10月スカウトコース参加者 事前訓練
場所：浜松第12団 野営場
上記 ビーバー大会実施
地区リーダー会にて 9月ＲＴ日程決定します
17NSJ 参加意向概要 第1ユニット 浜松第12団 BS＋VS ３８名
第2ユニット 他団 合同隊 になりそう
パイオニアリング研修会 参加どうぞ
8/18 スカウトフォーラム 防災勉強会
防災士の指導で 防災グッズ製作
・地区ＶＳとして ネームプレート作成（地区会計にて処理）
RCJフォーラム2017 浜松12団RS２名参加予定
団訪問予定：浜松1団 ９／２６団会議に訪問、
浜名1団９／１０の予定であったが、秋の太田山奉仕 の為 別途日程連絡
浜松19団 10/15神久呂協働センターにて５０周年記念式典、午後は会食予定
夏季EST 4個団が合同で 夏キャンプ実施、班の競い合いの 楽しさを再認識
二日 久留女木小学校にて ６０周年お祭りパーティー 実施
9/10 花川運動公園にてボーイスカウト体験会次子予定
富士山登山 33名中 ３０名が頂上まで いけた。７合目で一泊し 御来光を宿で
見てから出発したのが 良かった
8/10,11,12 愛知県富山村バンガローふるさと村にて団キャンプ
屋根付きキャンプファイヤー場もある
伊良湖にて BS６年のみで 五泊六日キャンプ実施
9月16～18日乗鞍青少年交流の家で ５０周年団キャンプ
BVS+CS で団キャンプ実施
７月末 団共同キャンプ実施

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
引佐２団１名
貢献
６：次回
2017/9/25(第4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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