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2017年(平成29年）9月度定例地区委員会議事録
日時 2017年(平成29年）9月25日(月曜日） 19:30～21:30
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）
浜松12団 山田美つ江 前団委員長 黙祷
１：連絡事項・確認事項
第２回しずおかベン
2017/9/16（土）～9/18(月）
チャーキャンプ
三島市立箱根の里
2017/9/16～9/18
団委員研修所
国立中央青少年交流の家
静岡第25期
２０１７年パイオニアリン 2017/9/23,24
グ研修会
太田山野営場
WB研修所スカウトコー 2017/10/6～10/9
太田山野営場
静岡第3期
2017/10/22
WB研修所課題別研修
静岡青少年会館
静岡第3期
１１月１９日（日）
浜松市青少年の家
ボーイスカウト講習会静
岡583期（浜松東地区）

地区

スカウティングおもしろ
塾

2017/12/16(13：00）
～17(12：00）
太田山野営場

静岡県連盟 10/21(土）
JOTA-JOTI
JOTA：14：00～17：00
日本時間
世界 ２０１７年１０月２０日（金）
県連無線局 運用
連盟 ００：００～２２日（日）２４：
ＪＯＴＩ：13：00～16：00
東・中・西 中継局 運用
日連

スカウトソングワーク
ショップ

2018年(平成３０年）１月１３日
（土）～１４日(日）

浜松12団 2名

参加者：浜松7団1名、浜松14団1名、スタッフ（ユースチーム）：2名
対象：ベンチャースカウト
参加者：浜名1団 1名 所員：地区TT

1名

参加者 3名、スタッフ(地区TT）７名
研修状況は 浜松地区facebook ページ参照してください
参加予定：浜松12団 3名、浜松14団 1名、浜名1団 1名 (全体 17名）
所員・本部員（地区TT 3名）奉仕員 3名 予定
参加予定：浜松12団 2名、浜松14団 1名、浜名1団 1名
（課題別に参加出来ない スカウトコース参加者は 来年 参加予定）
再掲載
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）
対象：指導者 先着 40名
開催要綱： 県外講師の為 県連にも公開（ロープの達人（教え方が上手い）
申込 11/24(金） メールで
開催案内 日連 静岡県連 事務局配信あり
テーマは 「交流」
参加証 ワッペン 授与
西部ブロック ：浜松青少年の家 ホール
(来場して skype or チャットで交流） 全時間では無く 一部参加で可(申込無
開催（県連推薦）要綱 対象
・スカウトソング研修会のスタッフ経験者
・スカウトソング研修会の開催予定者
・県連TT
→浜松地区として、地区コミと 地区ＴＴが相談して 申込確認

２：県連理事会報告:その他 県連・日連情報

県連

県連
17NSJ
日連

石川・珠洲市
りふれっしゅ村鉢ヶ崎

日連

・日連維持会費加入促進プラン 承認された
県連は 毎年約200万円の赤字
従来は 県連維持財団からの助成で穴埋め
県連維持財団解散→資産は 県連 （１０年分）
財政健全化が必要
→ 協議事項
・浜松地区名誉役員 鈴木康友市長、須藤京子市会議員→（政令指定都市であ
2017/9/9理事会
り）県連盟名誉役員 承認
・県連 特別支援スカウティング研修会 2018/2/17予定
・県連 安全促進フォーラム 2017/12/3(日）西部ブロックで開催予定
→ 地区スケジュール更新
・シンガポール連盟（スカウト・指導者 ２２名）静岡地区との交流行事 （12月7日
(木）自衛隊浜松基地・浜松城訪問予定）
・情報：浜北・天竜地区は2個団となり、来年度から浜松東地区と合併予定（ 両地
区で 各種調整中）
17NSJ 会場下見 10/28,29
参加予定 ３名
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
2018(平成30年）8月2日～11日 2017/8状況：スカウト参加希望 424名（割り当て468名）
→まずは 参加予定者を募る 浜松地区 10/1 保護者説明会
県連HP・・・開設予定
スカウトショップ
スカウトショップ BSVS新進歩課程対応(技能章、進級章）が発売開始されている

3：協議・審議・検討事項
日連維持会費加入促進プラン 背景
右記を 浜松地区としては、各 (維持会費の加入率が日連目標に達せず 県連への助成金が少ない）
県連 日連維持会費加 団 1名以上維持会員を増やす 各地区の昨年納入者確保（８名 元・前 県連役員・顧問）
入促進プランの浜松地区 努力を行い、状況を次回１０月 ※さらに 団数分の維持会員確保（10，000×9）
展開方法
地区委員会で報告する
←維持会費は寄付金扱い可能（3，200 確定申告で税額控除）
(ex.育成会）
注：議員は 選挙区内に寄付は出来無いので、あくまで「維持会員」会費 としての
領収書を発行して貰う必要あり
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１１月１２日(日)
９時００分～１５時００分

BVS、CS：ﾎﾟｲﾝﾄﾗﾘｰ、bs：フォトロゲイリング、VS：防災キャンプ展示 ユース：各部門に参
・スーパーカブ、ウルトラビーバー 記念品を各部門で用意：９月末までに確認 地区コミ

・一般参加者を募集しての体験会にはしない
・各団体験会予定等 スカウトの友人、その場来場者用 案内を作成？、一般受
→組拡委員会を開催して 確認する

地区大会

・各部門プログラム、レイアウト→１０月地区委員会で確認（チラシ作成？少なくても案内データ）

・セレモニー詳細（開会式、閉会式？）→１０月地区委員会で確認
浜名湖ガーデンパーク
予備費から費用負担承認

乃木広場案内板

４：地区業務報告,団報告および今後の予定（時間切れの為 要点のみ報告）
各種 イベント情報 を最新スケジュールに反映する
年間スケジュール確認
総務委員会（財政・会計含む） 仮払いがある人は 早急に提出してください（９月で中間締めを行う）
運営委員会
事務局
広報委員会(HP含む）
浜松地区HPトップ画面に 地区スケジュール(カレンダー）追加
秋の芸術祭開催決定 10/28、29 レイアウト案
組織拡充委員会
BS（浜松連合協議会）は１０／２９（日）のみ参加：委員会をひらき奉仕依頼確認す
地区大会
進歩委員会

富士、菊、スーパーカブ、ウルトラビーバー顕彰リスト 作成（10/11 地区リーダー会納期）

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

団

地区コミ
ＴＴ
ＢＶＳ
ＣＳ
ＢＳ
ＶＳ
RS
団担当
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

秋の芸術祭、地区大会で奉仕依頼があれば 早急に連絡ください
地区HP 太田山ページ 下記奉仕作業により変更部適用 簡単マップ
電源の常時ＯＮとブレーカーを切る表示がわかりにくい→表示を明確にする
案内版設置→費用は地区負担
各団 指導者研修履歴調査→10/15 川瀬地区コミ
（今後の指導者養成計画に反映）

パイオニアリング研修会
RCJフォーラム2017 浜松12団RS２名参加予定
団訪問予定
浜松市青少年の家祭：11/26 午前午後 2から3名ずつ スタッフが必要
和菓子作り、抹茶 提供（技能章：茶道章の一部にもなる）

乃木広場看板を スカウトが製作、 どんどん使用してください

５：その他
7/7、
10/13 クラフト 奉仕者確保？→19団に確認する
地域
湖東中
10/13
ロープワーク ４名奉仕予定
貢献
６：次回
2017/10/16(第3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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