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2018年(平成30年）3月度定例地区委員会議事録
日時 2018年(平成30年）3月19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：配付資料：緑の募金資材、 広報資材、 平成３０年度 緑の募金地区割り当て一覧
地区内 緑化推進事業 補助金 (浜松7団、浜名1団に分配する。４／９団委員長会にて）
１：連絡事項・確認事項
平成２９年度 第２回 静 ２０１８年３月１８日 日曜日
・【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
県連 岡県連スカウトフォーラ ９時３０分受付 １０時～1２時
参加：ＶＳスカウト４名 指導者２名 スタッフ２名
ム
静岡青少年会館
２０１８年３月１８日 日曜日
発表：（浜松19団 アメリカジャンボリー（2019年24WSJ会場）報告
海外派遣・国際交流スカ
県連
１２時受付 １３時～１６時
参加：ＶＳスカウト４名 指導者２名 スタッフ２名
ウト報告会
静岡青少年会館
目標：2018/3までに
日連維持メンバー申込書 再掲載
団１名 増加
[維持会員ご加入の御願い（振込用紙付き）配布済み
県連 日連維持会員加入促進プラン
日連 新規維持会員 地区別一覧(2018/3/15現在）
日連 浜松地区入金状況 2018/3/15現在データにプラス ２口確定
浜松14団○ 引佐2団？ 湖西１団？ 湖西2団？ あと一口！！ 、
,
ボーイスカウト講習会静 2018/5/13（日）9：00～16：30
おしらせ（申込書 託児あり）
県連
岡587期（浜松地区）
浜松市立青少年の家
申込 2018/4/29までに 堀内地区TTチーフ
実施要項 参加資格：ボーイスカウト講習会 修了者
WB研修所スカウトコー 2018/5/3～5/6
県連 静岡第４期
MOA研修センタ(伊豆の国市） 参加申込書 県連締切 ４／７ 地区締切 4/1 事前訓練個別相談
課題 課題まとめ書式
2018/5/20
開設要項 参加資格：スカウトコース修了予定者
WB研修所課程別研修
県連 静岡第３期
清水和田島自然の家
参加申込書 県連締切 ４／２０ 地区締切 ４／１目標（個別連絡） 事前訓練
課題 課題まとめ書式
2018年(平成30年）3月4日
参加予定者（指導者含む） 西部ブロック１１５名
ブロック別
：浜松１団：CS隊３０名、浜松12団CS隊８名、浜松14団BVS隊３０名、浜名1団CS隊
県連 緑化事業
12：00～15：00
２０名
西区篠原町防潮堤
全体集合写真
浜松
2018(平成30年）3月24日(土）～26日(月）
参加予定：２１名（うち
日程表
浜松地区９名）
連合
仏教章取得研修会
協議
臨済宗大本山方広寺
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
会
注： 引率及び体験 希望 指導者は 齊藤副コミに連絡
浜松市教育委員会後援平成２９年度 実施報告
ボーイスカウト体験会
2018/3/23 提出
（教育委員会後援）
浜松
浜松市教育委員会後援申請 ２０１８年度（平成３０年度） 実施予定
地区
(添付資料
2018/3/23 提出(H30～ 浜松12団は個別申請）
湖西市教育委員会後援については 湖西１団 戸田さんと相談願います
2018(平成30年）3月27日（火） （市庁舎 1Ｆロビー 受け付け開始 13：45 集合完了 14：00）
浜松
14：30～15：00
案内
連合 平成２９年度 富士章等
市庁舎８階 全員協議会室
浜松城公園桜見物で 駐車場混在の可能性大 集合時間厳守願います
協議 受章報告会
下記名簿画像で掲載(検索防止用）
会
参加予定名簿（平成２９年３月～平成３０年２月受付）
2018(平成30年）4月15日(日） 奉仕依頼
9：00～16：00
申込 ３／３１までに 西村宛
太田
弁当・飲み物 支給
山委 2018春 太田山整備
員会
整備内容（浜町地区倉庫 床腐れ
→除去、棚整備 は引佐2団花田氏に3/末までに実施していただく予定）
２０１８年（平成30年）3月27日
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
（火） １８：００～２０：００
東京・ボーイスカウト会館
第８回スカウトと社会を
日連
対象：（就職前のローバースカ
つなぐ場所
申込フォーム（インターネット申込）
ウト・同年代指導者）
過去 実績報告
店舗持込期間
案内 2018春 事務局配信済み
ボーイスカウト・ユニクロ
２０１８年４月１日（日）～５月３１ 申込フォーム 回収想定が不明な場合でも、参加の意思がある場合には、
日連 難民支援衣料回収プロ
日（木）
まずはご登録
ジェクト
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２：県連理事会報告:その他 県連・日連情報
参加隊（BS＆ＶＳ＆指導者）
17NSJ日連公式ホームページ ジャンボリーインフォメーション＃１
17NSJ
2018(平成30年）8月4日～10日 Scouting3月号（デジタル配信）
県連情報は 17NSJ-静岡 ホームページ で連絡
石川・珠洲市
スタッフ (参加７人に１人割当）
りふれっしゅ村鉢ヶ崎
2018(平成30年）8月2日～11日 参加隊 申込状況 輸送（参加隊人員、荷物）計画調査 提出？
日連
３／１８納期 バス代の値上がりが大きい
スタッフ申込状況
浜松地区 2018/3/20までに 指定口座振り込み（地区コミが設定）
地区会計に 確定申込と予納金の関係がわかる資料を 地区コミから連絡する
事前訓練費、交通費等は 参加隊にて後日集金
参加隊：(日本事前訓練含む）
24WSJ募集ちらし
24WSJ
アメリカ合衆国ウェスト
2019/7/19～8/5
24WSJ公式ホームページ 24WSJ日本派遣団公式ホームページ
バージニア州
日本
ＩＳＴ：(日本事前訓練含む）
スカウト（2001/7/22～2005/7/21生まれ 一級以上） 参加申込書
派遣
2019/7/17～8/6
指導者 （英語会話が堪能なこと） 参加申込書
団
募集スケジュール（2018/3理事会資料）
地区締切 間に合えば4/9、最終4/23→県連締切 2018/4/25
県連海外派遣 面接後
日連締切 2018/6/20
予納金納入 2018/8/20までに １６万円
ボーイスカウトの教育効果 スカウト教育研究プロジェクト（SERP）報告
全国団診断(平成２８年度末）
登録人口推移（静岡県平成２５年末～平成２８年末）
日連 H30年度 国際交流事業計画案
世界のスカウト人口(2014年１２月時点(日本は2016年度末））
県連
2018/3/10 理事会 情報
ＷＢ研修所スカウトコース課題研修改定（H30～）
全国県コミ会議(第３回）資料（部門別年齢区分の検討 案他）
全国理事長代表者会議資料（加盟登録料改訂案）
→２０１９年度値上げ（案ではあるが ５月全国大会で公開？）
県連としては日連に、値上げの根拠を明確にするように要求済み
3：協議・審議・検討事項
地区大会

２０１８年度浜松地区組
織検討点

日程：１１月１１日決定
場所：（順番では北部・・雨の場合？？）
準備スケジュール：場所は ガーデンパークor 三ヶ日青年の家 で
決定は コミグループに一任する
新たなメディア”浜松ジュニアアースリート”誌へのボーイスカウトページの広報を
提案 →連合協議会総会に提案(浜松東 稲野広報委員長）
コメント
・年間10万以上かかるとして、費用対効果が疑問（ 実質発行数は？）
・目にしたことが無い。←遠鉄ストアに見たことがある
浜松連合協議会組拡・広報提
・読者 主対象が 運動部 参加者・保護者・・広報効果があるか？
案
・掲載するとしたら、 運動部とボーイスカウト活動が両立できている例 とか
掲載日以降の 毎週ボーイスカウト体験会を何処かで
実施して その予定を掲載するとか
単なる ボーイスカウト紹介では無く 効果的 記事にしたい
渋谷地区委員長 検討案

3/19は時間無く 資料配付のみ
後日 検討
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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

、

時
間
切
れ
に
て

コミグループ
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団

2018年度事業案

事務局

2018年度年間スケジュール案 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
ラウンドテーブル：BVS＝年間計画、CS＝
H29決算見込みおよびH30予算案 説明
登録業務 県連承認 全団終了→日連申請 登録料振込
日連未承認（2018/2/25時点）：引佐2のみ！（登録料振込？）
３０年表彰申請は４／９までです

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
地区コミ
ＴＴ
ＢＶＳ
ＣＳ
ＢＳ
ＶＳ
RS
団担当
浜松第1団
浜松第7団

組拡専任が居ない団もあり、H30年度の組拡奉仕(ex.スカウト展受付）は
地区委員会にて 依頼させていただきます
ＢＳ-ＶＳ 新進歩制度 Q&A 2028/3/9追加

H30年度 乃木広場整備予定

団訪問予定
2018/4～ 団委員長が 臼井氏に交代します・・団委員長会議は
臼井氏が出席します。 杉山現団委員長は 進歩委員長として継続予定

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
５：その他
地域
貢献
６：次回
2018/4/9(第2月曜日）：農村環境改善センター/生活改善研修室：団委員長会議
2018/4/23(第4月曜日）：農村環境改善センター/農事研修室：地区協議会総会（地区委員会）
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