
＊詳細は2017年度2018年２月度定例地区委員会議事資料欄を参照してください。

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

日時
場所

 WB研修所スカウトコー
ス

静岡第４期

 WB研修所課程別研修

 静岡第３期

 ブロック別
緑化事業

2018年(平成30年）２月度定例地区委員会

2018年(平成30年）2月度定例地区委員会議事資料
2018年(平成30年）2月19日(月曜日）　19:30～21:30
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　　　　　島根で　地域興しとして　保育園を作った、給食は園児が炊き、活動はお散歩　逞しく育つことが評価され
　　　　　　　　　　　　　　　　　人数が増えている。登録人数が減っているが、何とかしようと思うことが大事！
　　　　　　　　　　　　　　　　　今年度　三島地区は　追加登録が５０名あり　活気がある
１：連絡事項・確認事項

県連 地区委員長→配信済み
 団の現状分析　ファイル　→　地区委員長あて　（データ）提出　2月25日
→　県連　２／２８

県連
平成２９年度　第２回　静
岡県連スカウトフォーラ
ム

２０１８年３月１８日　日曜日
９時３０分受付　１０時～1２時
静岡青少年会館
事務局配信済み

・【テーマ：防災⇒減災へ ～あしたにそなえて、私たちができること】ブロック活動報
開催案内（参加申込書）　対象：ＶＳ　指導者
齊藤VS担当コミ　参加者は確認済み→県連　３月１０日まで

県連
海外派遣・国際交流スカ
ウト報告会

２０１８年３月１８日　日曜日
１２時受付　１３時～１６時
静岡青少年会館
事務局配信済み

・海外派遣・国際交流　発表者募集　県連　２月１８日　まで申込
　　（浜松19団　アメリカジャンボリー（2019年24WSJ会場）報告
開催案内（参加申込書）　対象：ＶＳ　指導者
齊藤VS担当コミ　　　月　　日　まで→県連　３月１０日まで
日連維持メンバー申込書 左記で　日連に　所属県連を明記し申込
[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
日連　新規維持会員　地区別一覧　　12団？　渋谷地区委員長？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込済みのはず！！　入金等確認
各団取り組み状況：　申込？　送金？
１団：１名予定　7団：１名予定　12団：上記　14団：団で相談　19団：上記
引佐2団：無さそう　浜名1団：一口はいれる予定、　湖西１団　：湖西2団：

 地区  スカウトソング研修会
 2018年(平成30年）1月28日
浜松市福祉交流センター

参加者：２０名（内　浜松地区８名）スタッフ　５名
外部講師　鹿ノ内　美智子　日連スカウトソング特別委員会　委員

県連
日連維持会員加入
促進プラン

目標：2018/3までに
　　　団１名　増加

 県連
 ボーイスカウト講習会静
岡587期（浜松地区）

 2018/5/13（日）9：00～16：30 
浜松市立青少年の家

 おしらせ（申込書　託児あり）　地区HP　イベントに書式あり
申込　2018/4/29までに　　堀内地区TTチーフ 

 県連  2018/5/3～5/6

 開設要項は未公開ですが　参加予定者には　下記課題を進めるよう　お勧めくだ
さい（課題のまとめ用紙も規定されています）
（西村注：開催要項が　2/21公開されましたので　県連行事にアップしました）

課題　　課題まとめ書式

 県連  2018/5/20

 開設要項は未公開ですが　参加予定者には　下記課題を進めるよう　お勧めくだ
さい（課題のまとめ用紙も規定されています）
西村注：開催要項が　2/21公開されましたので　地区HP　県連行事にアップしまし
た
課題　課題まとめ書式

 県連
 障がい児スカウティング
研修会

 2018年(平成30年）2月17日
13：30(受付13：15）～16：30
静岡県青少年会館

参加者：浜松地区　３名

 県連
  2018年(平成30年）3月4日
12：00～15：00
西区篠原町防潮堤

参加予定（指導者含む）　西部ブロック１１５名
：浜松１団：CS隊３０名、浜松14団BVS隊３０名、浜名1団CS隊２０名
参加予定団には　受付終了後　案内を送付

 浜松
連合
協議
会

 仏教章取得研修会

  2018(平成30年）3月24日(土）
～26日(月）　日程表
臨済宗大本山方広寺

参加予定：２１名（うち　浜松地区９名）

　参加申込書、課題研修、授与申請書、参加費を期限までに送付 
注：　引率及び体験　希望　指導者は　齊藤副コミに連絡

2018/2/22

西村

2018/2/21

渋谷

作成・確認
地区委員長 総務委員会

承認
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浜松市教育委員会後援　２０１８年度（平成３０年度）　実施予定
　教育委員

 17NSJ

石川・珠洲市
りふれっしゅ村鉢ヶ崎

　

ボーイスカウト体験会（教
育委員会後援）

浜松市教育委員会後援平成２９年度　実施報告
　教育委員会後援　体験会　実施団・地区
　　　→　2月26日までに西村団担当宛て→仲田さん
　　本来　体験会実施前にチラシ　　　　　提出無し　：
浜松1団　秋（作成せず）　　　引佐2団　春・秋
　　体験会実施報告に　家康君ステッカー写真無し：浜松1団　春・秋　浜松7団　春
浜松14団　春　引佐2団　春・秋
　　→　2月26日までに仲田さん宛て

　　→　2月26日までに西村総務委員会宛て→地区として申請か　各団申請かは
下記にて確認・決定

　教育委員会の後援事業で「団体への加入勧奨、募金や署名の強要が行われる
もの」はやってはいけない」　浜松1団のやり方と浜松12団のやり方に差がある
　浜松市教育委員会への後援申請は　地区としてまとめているが、湖西教育委員
会への申請は団で行っている
　（西村注：　ボーイスカウトの説明等　どの程度までやって良いかの確証は無い
　→地区としての体験事業（スカウト展・の後援申請は　地区で行うが　前団担当コ
ミが地区内各団へのサービスとして実施して居た　各団主管の体験会の　　申請を
地区で　誰が　まとめて行うか　団で申請するか　地区委員長会議、地区運営委員
会会議で確認・決定してもらいます）
（市庁舎　1Ｆロビー
　受け付け開始　13：45　集合完了　14：00）
案内

参加対象スカウト（平成２９年３月～平成３０年２月受付）
　学校及び学年必要
出欠を　川瀬コミまで　３月１２日（月）までに連絡

日連  第８回スカウトと社会をつなぐ場所

 ２０１８年（平成30年）3月27日
（火）　１８：００～２０：００
東京・ボーイスカウト会館
対象：（就職前のローバースカ
ウト・同年代指導者）

 第８回スカウトと社会をつなぐ場所の開催について　案内

申込フォーム（インターネット申込）

過去　実績報告

浜松
連合
協議
会

平成２９年度　富士章等
受章報告会

 2018(平成30年）3月27日（火）
14：30～15：00
　市庁舎８階 全員協議会室

２：県連理事会報告:その他　県連・日連情報

 日連

 参加隊（BS＆ＶＳ）
2018(平成30年）8月4日～10日
スタッフ(参加者７人に１人）
2018(平成30年）8月2日～11日

17NSJ日連公式ホームページ
　　準備情報は　派遣隊隊長・地区コミにＭＬ
及び　17NSJ-静岡　ホームページ　で連絡
　（隊長会議第一回　2018/2/10　10：00～12：00　静岡青少年会館）　　　配付資料　

確定申込要項（日連）　
手順（県連サイト）・・本部・サブキャンプ　スタッフは申込フォームから個人申込
後　団→地区→県連
浜松地区　2018/3/14　正式申込書提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区リーダー会（地区コミ）
　　　　　　　2018/3/20までに　指定口座振り込み（地区コミが設定）
　事前訓練費、交通費等は　参加隊にて後日集金

3：協議・審議・検討事項

地区大会

日程：１１月１１日に決定
場所：順番では北部　都田総合公園・・雨の場合　（BVS）活動出来る場所？　駐車
場？
　　　　浜名湖ガーデンパークなら　駐車場・雨天とも安心（毎年同じ場所では　プロ

準備スケジュール？

 地区の各委員会構成と
任務

 地区規約　運営委員会

・活動の活発さ
・委員会構成？
　　県連との整合？（地区委員長から　相関図　配布）
　　県連　進歩・国際・・・地区　国際無し
　　　　　　指導者養成・・地区　TTチーフがＢＳ講習会運営
　　　　　　組織拡充・広報・・地区　組織拡充　と広報　別
　　　　　　セーフフロムハーム・安全・・地区　無し
　　（注：県連では　進歩・国際、指導者養成、セーフフロムハーム・安全、野営行事
各委員会は　県コミ管轄（副コミが副委員長））

・委員会役務？
　→団委員長会議２／２６　後　運営委員長会議　３/７（水）農村環境改善センター
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運営委員会

コミグループ

 団

 地域
貢献

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 　2018年度事業案
2018年度年間スケジュール　原則　リーダー会二水会
地区委員会第3月、地区コミ会議第1木、地区ＴＴ　第4木
部門ＲＴ等　コミ会議、運営委員会で確認

総務委員会（財政・会計含む）

立て替え払いがあれば　至急・会計に申請
3月の会議使用料は　必ず　各担当が現金で支払い　領収書を受け取って下さい
通常の振り替え払いでは　領収書が4月発行となり　浜松市補助金報告に間に合
わない

事務局 

各種書類　提出納期　

（住所変更等）追加申請で　納付金が無くても　必ず　日連登録（申請）してください
　・・Scouting　が宛先不明になります

３月４日　農村環境改善センター　サークル室　（9：00～16：00）
　出来れば　団委員長に来ていただき、面談したい（渋谷地区委員長談）

運営委員会・コミG　今年度事業報告・来年度事業計画（予算申請）　２月末までに
提出下さい
県外旅行申請書は　団からまず　地区コミに提出して下さい　その後　地区委員会
から県連に送るため　遅くとも県外旅行実施日の１週間前に提出してください

広報委員会(HP含む） 
県連　Ａ２ポスター用　活動写真　応募　浜松地区無し
楽しそうな活動写真があれば　２月末までに　各団→松本広報委員長へ提出

組織拡充委員会
2018/2/7　地区組織拡充委員会
地区大会で一般体験者募集を行う場合。組織拡充の位置づけを準備段階で明確
にして欲しい

進歩委員会 富士章等市長表敬訪問　参加者確認
野営行事委員会 　欠席
障がい児スカウティング バザー未定

太田山委員会

２０１８春　太田山整備　４月１５日（日）　奉仕依頼（案）・・内容未定

３月１７日（土）AM９：００　太田山整備内容決定

乃木広場
整備状況　看板は一旦撤去（使用時に掲示）
　　　　　　　芝　は未整備（公園課！！）

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

６：次回
2018/3/19(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

　団名簿、団50年章申請、県連登録諸費預かり（振込）

３月３日　までに　登録　地区への仮申請、QUA申請含む

　ＶＳの奉仕が可能なら　明確にして欲しい
　草刈りが２名ではきつい

５：その他

他団
体

富士山子どもの国
富士山の日（２／２３）
入園料無料

案内チラシ

 浜松第19団 2/24・25 募集説明会開催、６家族が来場
 引佐第2団
 浜名第1団
 湖西第1団
 湖西第2団

会議時

間切れ

特に報

告があ

れば 送

信する
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