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2017年(平成29年）11月度定例地区委員会議事録
日時 2017年(平成29年）11月20日(月曜日） 19:30～21:30
場所 農村環境改善センター・環境改善研修室
１：連絡事項・確認事項
2017/10/22
WB研修所課程別研修
静岡青少年会館
静岡第3期
ボーイスカウト講習会静 １１月１９日（日）
岡583期（浜松東地区） 浜松市青少年の家
2017/12/16(13：00）
～17(12：00）
スカウティングおもしろ
地区
太田山野営場
塾

参加：浜松12団 1名、浜松14団 1名、浜名1団 1名
所員・奉仕： 地区ＴＴ 2名
参加：浜松12団 ３名、浜松14団２名
再掲載
対象：指導者・・是非多くの参加を！！
開催要綱：11/20現在 三島：６名、島田１名、浜松12団２名、浜松14団１名
申込 11/24(金） メールで

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
県連 安全促進拡大フォーラム
県連

県連

定型外訓練
スカウトスキルゲーミン

2017/12/3
2017/11/25 13：00～
26 13：00

三島市立箱根の里
然の家
日連維持会員加入促進
プラン

地区 地区大会

2017/12/10
9：00～16：30
Ｈ２９年度団委員長セミ
ナー

平成２９年度
三島
三島地区「歌研修会」
地区

磐田市豊浜交流センター

2018/01/21
9：40～16：30
三島市社会福祉会館

対象：地区委員長、地区コミ、団委員長、団委員、団指導者
参加予定：２名のみ→再募集中 多くの方に参加願います
対象：隊・団指導者 再募集事務局から配信済み
参加予定： 全体 ３３名：浜松地区 浜松12団１名、浜松14団１名、引佐2団１名

少年自

１１月１２日(日)
９時００分～１５時００分
浜名湖ガーデンパーク

西部

JOTA：台風接近による悪天候のため、アンテナ等の設置が難しく 静岡県連局 中
JOTI： 西部ブロック中継局 ＶＳ４名、 指導者１名、スタッフ３名

日連維持メンバー申込書
[維持会員ご加入の御願い（振込用紙付き） 各団に配布（地区委員会内で）
募集状況 12月地区委員会で伺います
参加人数： フリー一般参加者： 無し マスコミ：２社：ケーブル浜松放送あり
BVS スカウト３６名、指導者/保護者５３名、見学・ひよこ１４名
CS ？ スカウト 名、指導者/保護者 名、一般 名
BS スカウト２１名、指導者/保護者１１名、一般０名
ＶＳ スカウト ６名、指導者 ３名
本部 主催者・スタッフ １０名(うちＲＳ２名） 来賓 ４名
・地区委員会実行委員会が無く、各部門活動のすりあわせ不足
・中学の行事があり、BS部門参加者が少なかった
･ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞ、ウルトラビーバーの記念品を 地区大会ステージで渡せなかった
←もともと 親へのＰＲが地区大会の大きな目的
・指導者表彰は地区総会で良いのでは無いか
→各部門、各委員会 地区大会の評価反省（来年に向けて）提出願います
(VS部門 提出済み）
開催要項
対象：西部ブロック内各団団委員長と団委員（団組織拡充委員長・広報委員長又
は準じる方）各1名、
地区委員長、地区組拡委員長、地区広報委員長、地区コミッショナー、地区団担当
コミッショナー
12月3日 締切 （2日 地区申込責任 渋谷地区委員長）
開催要項
対象：隊指導者（デンリーダー、補助者を含む）、団委員、ローバースカウト
12月4日 締切 （2日 地区申込責任 川瀬地区コミッショナー？）
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ボーイスカウト浜松地区

２：県連理事会報告:その他 県連・日連情報
17NSJ

日連

石川・珠洲市
りふれっしゅ村鉢ヶ崎

日連

第４５回「全国ボーイス
カウト写真コンテスト」

11/17現在 参加隊 浜松１：８名 浜松7：８名
浜松12：３０名 浜松14：５名 浜松19：１０名
2018(平成30年）8月4日～10日
引佐２：０ 浜名１：１名 湖西1：０、湖西2：０
計６２名 (女性指導者が足らない）
スタッフ(参加者７人に１人）
→ 途中交代も可であり、各団 (出来れば）「次世代の若い」女性指導者の参加を
促して欲しい
2018(平成30年）8月2日～11日 →４０名単位ユニットに西部ブロック、県連で調整(11月25日）
大会スタッフ：１０名（予納金 地区立て替え）
→１２月中に地区に納入下さい（浜松1：１，浜松7：１，浜松12：７，引佐2：１
指導者、大会スタッフの早退、遅参は正式に認められた（減額無し）
募集要項（事務局配信済み）
募集期間：平成２９年１１月１日 テーマ：「ボーイスカウト」 サブテーマ：「笑顔」「野外活動」「友情」
（水）～平成３０年２月２８日
（※少年の部はテーマ自由）
（水）
部 門：「少年の部」中学生以下、「青年・成人の部」高校生以上
スカウティング誌５月に掲載
参加隊（BS＆ＶＳ）

3：協議・審議・検討事項
2018年

日程：1月5日(金）

浜松地区新年会

場所：幹事が決定

幹事：総務委員会
対象：地区委員会メンバー全員
来賓：浜松出身国会議員、地区顧問（吉村、須藤市会議員）

４：地区業務報告,団報告および今後の予定
12月地区委員会 日程、場所変更
２０１８年度浜松地区ボーイスカウト講習会：2018年5月
２０１８年度地区大会は いつどこで どのように？→コミ会議等で検討

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

コミグループ

太田山委員会
乃木広場
地区コミ
ＴＴ
ＢＶＳ
ＣＳ
ＢＳ
ＶＳ

団

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

２０１８年度の 登録事務のマニュアルは、日連から各団に届いているはず
指導者研修履歴をぜひ今年は 入力願います
（「警告」がでます）
2017年11月12日 地区大会の様子を 県連機関紙「たちばな」に掲載予定
→広報委員会が まとめて 県連に提出する(納期 11月25日）
芸術祭時に 地区大会チラシを配布予定であったが出来無かった
→ガーデンパーク内をまわり 参加を呼びかければ良かった
11/20 菊面接実施
欠席
11/19 くるみ作業所 地域交流パーティー(地区委員長）と参加
(地区委員長談）：個人への表彰文面が一人づつ違っており、意味があった
特に無し
乃木広場管理状況
欠席
欠席
地区大会報告
地区大会報告
地区大会報告
11月3日吹奏楽野外音楽会奉仕（国旗、市旗掲揚､降納、会場案内）
参加スカウト：浜松地区：４名、浜松東地区５名、浜北天竜地区２名
指導者：浜松地区：２名、浜松東地区２名、浜北天竜地区１名
地区大会ＶＳ部門報告(評価反省）
欠席
団訪問予定

会議時間 オーバーに付き 実施せず

５：その他
2017年12月7日 自衛隊浜松基 自衛隊訪問サポート：９名、浜松城サポート：２名
地域
シンガポール来浜 支援
地および浜松城
→ 支援者全員に スケジュール等詳細連絡（地区コミから）
貢献
地区委員長挨拶
・地区大会には 保護者も大勢参加して欲しい
・来年度に向かって、中途退団の無いように 団ぐるみで 努力願います
６：次回

2017/12/19(第3火曜日）：浜松市青少年の家/第1研修室：地区委員会 (日程、場所とも 予定と違います）
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