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2018年(平成30年）1月度定例地区委員会議事録
日時 2018年(平成30年）1月15日(月曜日） 19:30～21:00
場所 農村環境改善センター/環境改善研修室
０：地区委員長挨拶
スカウティング１月号コメント紹介：ポジティブに行こう！ ：成功の反対はチャレンジしないこと→今年はいろんな事にチャレンジして行きましょう
１：連絡事項・確認事項
日連 台湾
県連 静岡マラソン奉仕

2018/2/3～2/7
2018/8/17～23
2018/3/4(日） ８：００～
給水ボランティア
目標：2018/3までに
団１名 増加

県連 日連維持会員加入促進プラン

平成２９年度
三島
三島地区「歌研修会」
地区
地区 スカウトソング研修会

2018/01/21
9：40～16：30
三島市社会福祉会館
2018年(平成30年）1月28日
浜松市福祉交流センター

2018年(平成30年）2月17日
障がい児スカウティング
13：30(受付13：15）～16：30
研修会
静岡県青少年会館
2018年(平成30年）3月4日
ブロック別
12：00～15：00
緑化事業
県連
西区篠原町防潮堤
県連

浜松
連合
仏教章取得研修会
協議
会
浄土
真宗
仏教章取得研修会
本願
寺派
地区 新年会

第４５回「全国ボーイス
カウト写真コンテスト」

臨済宗大本山方広寺

2018(平成30年）3月23日(金）
～26日(月）
浄土真宗本願寺派
2018(平成30年）1月5日
18：30～20：30
串とも 肴町店

スクリーン購入？

再募集中 対象：指導者
開催要項
2017/12/31締切延長 浜松地区歌研担当
再掲載 対象：成人指導者
開催要項
2月2日地区コミ経由 県連事務局 ２/４
再掲載
総合案内
東部ブロック事業
対象：BVS,CS,BS,VS 引率指導者
西部ブロック募集要項
2018/2/10締切 各隊→西部ブロック担当

中部ブロック事業

予約申込書 参加費 17，000
2018/2/10締切 各隊→浜松東 担当
注： 引率及び体験 希望 指導者は 齊藤副コミに連絡
開催要項
対象：地区委員会メンバー 参加者１４名（内来賓 塩谷氏、須藤氏）
（会費が不足し ４名からお志をいただきました。 ありがとうございました）

準備情報は 派遣隊隊長・地区コミにＭＬで連絡
（隊長会議第一回 2018/2/10 10：00～12：00 静岡青少年会館）
大会スタッフ：１０名（予納金 地区立て替え）→未納入者は納入願います
11/29 日連に推薦
チャレンジ サブキャンプ 配給/食堂班予定

静岡 ロゴマーク 公募（2018/1/12募集終了 浜松12団 6件応募）
募集要項（事務局配信済み） 再掲載
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

3：協議・審議・検討事項
団委員長会議

参加予定 ：？

2018(平成30年）3月24日(土）～26日(月）
再掲載 対象：BS
日程表 １級以上 、VS

２：県連理事会報告:その他 県連・日連情報
参加隊（BS＆ＶＳ）
17NSJ
2018(平成30年）8月4日～10日
スタッフ(参加者７人に１人）
石川・珠洲市
日連
2018(平成30年）8月2日～11日
りふれっしゅ村鉢ヶ崎

日連

ローバーカンファレンス 募集要項 （申込期限切れ）
ローバームート 募集要項
募集要項 事務局配信済み （注 地元地区は 救護奉仕）
駿府公園から清水駅
日連維持メンバー申込書 再掲載
[維持会員ご加入の御願い（振込用紙付き）配布済み
マンスリー維持会員申込サイト
渋谷地区委員長
維持会員だより ７５号（維持会員に年二回 送られてくる）
各団取り組み状況：
１団：１名見込み 7団：１名見込み 12団：１名済み
14団：２１日団内push 19団：１名見込み 、引佐2団：難しい
浜名1団：１名＋１団体 ２月末~３月 予定 湖西１団：欠席 湖西2団：欠席

来期以降の
地区組織？地区運営？
農村環境改善センター：環境改
善室には プロジェクター画面
が見にくい

日程：２月２６日 19：30～21：30 まとまらなければ 再設定
場所：農村環境改善センター：サークル室
参加者：浜松地区各団 団委員長
宮崎元細江1団保管：OHP用スクリーン 石川引佐2団団委員長保管：スクリーン
提供申し出あり・・・購入は見送り 石川団委員長から提供いただく
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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

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

団

上記 各種 予定反映
２０１８年度 領収書 出費発生都度 迅速に処理して下さい
期末が 近づいており 立て替えが あれば早急に御願いします
・浜松市補助金 １２月末入金済み
・１月末、決算・事業報告および予算・事業計画 書式を各委員会、コミに配布しま
す
→予算検討会議実施予定
名簿（昨年版を修正） 各種書類 期限厳守で御願いします
隊褒賞、特別年功章、団50年章 申請（確認）も御願いします
たちばな原稿ありがとうございます
来年後予定はまだ県連から来ていません（西村注：たちばな１５０号に掲載）
来年度 防災キャラバン(イオンモール市野） ・・浜松連合協議会は浜松東担当
2018/7/22日 で県連→日連 申込
１月 富士申請１名、菊申請３名 →スーパーカブは 達成後すぐに申請願います
（市長表敬訪問対象）
特に無し
障がい児スカウティング研修会 参加願います
浜松地区での１２月13，14日使用者？・・日誌記入不備
2017/12/21 市役所公園課との交渉結果
看板は可動式とする、 市は 原状復帰約束をぜひ果たして欲しい
２月の地区コミ会議は ２／１→２／８に変更する
２０１７年QUA 総務委員会から 各団にインプット用紙を配信する
３／４ 地区登録時までに 提出下さい
１／２８スカウトソング研修会 １／１５現在参加者１５名程度、外部講師でもあり
ぜひ＋したい。参加をお勧めください
欠席
6/16，17 浜松地区CS合同舎営実施予定
17NSJ 地区Ｔシャツ 高価になるため中止
17NSJは 薪での 班炊事であり、 地区として 薪ストーブを購入して 17NSJで
使用後 各団配布したい・・地区班長訓練費内で 実施するのは可能（会計談）
地区宗教章 参加をお進めください
欠席
団訪問予定：予定情報 別添付

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

2/18 9：00~雄踏文化センター ＢＰ祭：団訪問予定・・渋谷地区委員長、杉山副地区委員長

浜松第19団

12/31 細江 長楽寺 で 鐘撞き実施、１月木曽で 団スキー、
２月妙高 BS、ＶＳスキー
2/24~25 募集説明会：団訪問予定、 3/10，11 大山町川津桜祭り 19団テントを
出す

引佐第2団
浜名第1団
湖西第1団
湖西第2団

1/7 早朝スケート＆餅つき実施
1/14 冬季体験会実施、焼き芋＆竹細工、体験者２６名内１名入団 今後他者も
1/21 餅つき ：団訪問

12/10 カレー作り ＆保護者会
1/8
CSチャレンジ章チェック
1/21 BVS＆CS 金指コミセンにて 餅つき＆保護者会
保護者会等 日程調整し、渋谷地区委員長、西村団担当 団訪問予定
1/1 元旦（湖西連峰）ハイク実施
2018/2/18 ＢＰ祭（団訪問）：川瀬地区コミ、西村団担当
欠席
欠席

５：その他
地域
貢献
他団
体
６：次回
2018/2/19(第3月曜日）：農村環境改善センター/環境改善研修室：地区委員会

2/2

ボーイスカウト浜松地区

