2019年(令和元年）5月度定例地区委員会
＊詳細は2019年度2019年5月度定例地区委員会議事資料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
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2019年(令和元年）05月度定例地区委員会議事資料
2019年(令和元年）5月20日(月曜日） 19：30～21：15
日時
農村環境改善センター・生活改善研修室
場所
０－１：地区VS活動報告（体験会企画）
０－２：県連盟ｺﾐｯｼｮﾅｰ地区訪問、講話ppt １：やっぱり班ありき ２：配布資料
１：地区活動報告と今後の予定及び依頼事項
5/19 育成会総会 団委員長交代予定
浜松第1団
団訪問：一回目：
二回目：
5/26 緑の募金
浜松第7団
浜松第12団
浜松第14団
浜松第19団
各団 引佐第2団

団訪問：一回目：4/20（育成会 （育成会総会）
総会）
二回目：
5/26 体験会 ６名体験予定
団訪問：一回目：
二回目：

６／１，２ 鈴鹿１団との交歓会、 ＢＶＳ～ＢＳ が鈴鹿に行って交流する

4/2１（日)浜松駅前で緑の募金 ２万以上募金有り。負担金以上は市の緑化協会
二回目： に寄付
5/19(日）佐鳴湖公園～入野協働センター 体験入隊会を実施 １４名参加
4/28（日）（パルパル＆動物園）緑の募金３７,５１７円（体験案内配布）
団訪問：一回目：
二回目： 注：動物園内では勧誘は出来無い
5/12、BS講習会１７名参加：作戦 カブ集会とセット、親は講習会
5/4 ＢＶＳ隊集会 毎月やろうとしている
団訪問：一回目：
二回目：
ＣＳ 組集会、隊集会 毎月やろうとしている
団訪問：一回目：７月７日（日）
５月１１日（日） 緑の募金 16,660円
団会議
団訪問：一回目：

二回目：２０２０年２月１６日
６/１（土）育成会総会 （団委員長都合により６月開催）
ＢＰ祭、体験会
６/２（日）浜名湖いかり瀬清掃（自然を守る会の活動に協力）
いかり瀬の状態は、現在世界的に問題となっている大洋汚染をまさに地上にさ
らけ出した状態です。
プラスチックごみその他が大量に放置されています。また、植物も在来種に対し
て、外来種が侵食しており
環境汚染、環境保護をスカウトに知ってもらう絶好の場所です。

浜名第1団

湖西第1団

団訪問：一回目：

二回目： 欠席：報告無し

地区コミッショナー
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トレーニングチーム担当
ＢＶＳ
ＣＳ
ＢＳ
ＶＳ
ＲＳ
団担当

5/12 青少年の家
6/30 農村環境改善センター

2020年8/7～8/12 3TC（日和田高原）
県連申込み 12/13予納金納入5,000円(合計22,000円)
現在小５年より参加可能、移動手段は地区で検討
BS講習会参加者28名
安全講習会

スカウトコース 参加者1名、団委員研修所 参加者：12団２名、引佐2団１名
7月7日 ビーバー大会（太田山）七夕をテーマにしたミニハイクとゲーム実施予定
6月5日 RT「ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ」
6月22日 地区コミッショナー会議でフォーラムの実施内容を発表
校・園長会でのボーイスカウト
活動理解の御願いとチラシ配
布の御願い

4/17 小・中校長会、市立保育園。18 私立幼稚園、23 市立幼稚園、5/16 民間保育園。
団訪問予定・・・日程・内容
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浜松祭り駐車場

・駐輪場奉仕延べ７５名★有難う御座いました！（市から25万円の入金有り）
※地区倉庫 無断でものを置かないで下さい
暫定使用の場合、責任者・期限明記
寄付の場合 総務に連絡ねがいます
→ＴＴ 県連使用者にも上記徹底願います

総務・野営行事委員会

事務局
地区負担金 ６月末までに 地区口座に振り込み願います（６月地区委員会に持参可）
緑の負担金も同時
（記念県連章代は 別途）

会計

広報・組織拡充委員会
2019年度 たちばな原稿担当一覧 再掲載
運営 (HP含む）
委員
進歩・指導者養成委員会 2019/5/8 青少年の家
富士章授与 一名：浜松第7団
会
2019/6/2：コミュニティーモールinくるみ（バザー）
再掲載
バザー品拠出依頼（５/２０までに
） 再掲載
障がい児スカウティング 9：00～13：00・・・旧北小体育館
5/15現在バザー奉仕予定者 ４名（大幅不足）→（5/26現在）１５名以上 8：30集合
５／１～ 太田山鍵管理、会計 ※太田山負担金納入団には電源BOXキー貸与
処理処理手順が変わりました
電源BOXに各種キー
使用後 利用報告をE-mail行う
太田山委員会
★ものを残さない！（寄付希望は 事前連絡）
☆不具合部は連絡ねがいます
その他団体には 太田山委員立ち会い
・2019/5/12 太田山街道倒木処理済み
乃木広場
その
他
２：協議・審議・検討事項

地区 2019年度地区大会

県連 県連定時総会

2019/11/10（ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ）

2018/5/18（清水テルサ）
10：30 講演「中途退団防止に
ついて」 膳師 功 氏
11：50 地区一番団表彰
13：00 表彰式
13：45 静岡スカウト活動一〇
〇周年記念事業キックオフ式
14：00 定時総会
17：00 交歓会
緑の募金期間
毎年1月15日から5月31日
および9月1日から10月31
日
「緑の月間」（4月15日から5月
14日）

地区 緑の募金

強調月間

11月10日
イベント広場天幕部全面占有使用 予約
（400ｍ2,16,000円）
晴天時 芝生広場 実施確定後面積で計算
→チラシ 8/30完成（←8/23発注←8/16
プログラム概要確定 ）
地区一番団推薦：浜松１２団（QUA優秀団、ｽｶｳﾄ顕彰者数、登録減少率。）
県連総会：2019年度事業計画は報告事項です（審議事項ではない）。
県連総会表彰者：故松浦利行、西村清矢、宮崎賞人、荻茂隆、川瀬泰隆。
地区代表：川瀬泰隆

緑の募金の趣意
ボーイスカウト静岡県連として取り組む意義
（渋谷地区委員長まとめ）
2019/5/18 県連総会にて回答
（緑化協会からの県連への緑化活動推進事業費は「助成金」であり、ボーイスカウ
トが自然の中で活動することも 事業対象である
よって 助成金（平成30年度１４１万）は県連一般会計収入としている
・地区への割当は２２０万円だが、募金全体を納めて居る地区も有り ２５２万を グ
リーンバンクに納めている）
各団進捗状況確認
今後の地区の対応方法。→次回地区委員会で検討

地区 ＢＶＳを全団１６名以上に
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３：その他連絡事項・確認事項：時間が無く 確認のみ

通学合宿（静岡県）
ボーイスカウト体験会
教育委員会後援
第３回東海４県連盟
県連

合同野営大会
（略称：３ＴＣ）

県連 創立１００周年記念事業
県連 全国防災キャラバン
ボーイスカウト講習会

後援許諾 到着
参加隊

２０１９年度年間スケジュール（2019/5/19時点）
ジャンボリー等大規模野営大会（対象年齢）
２０１９年度補助金受け付け開始 再掲載
通学合宿：小学校3学年、2泊以上、１日以上通学
防災体験合宿：小中学3学年、1泊以上
申請一覧（未申請は個別申請、日程変更は可）
実施報告原紙（チラシorプログラム添付）
基本実施要項

２０２０年８月７日（金）から８月
１２日（水）
本部員
８/６～８/１２
事業期間

3ＴＣに 静岡100周年記念事業として参加

2019/4/1～2022/3/31
2019/7/21（日） ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松
志都呂
日連・イオンモール 承認待ち
2019/5/12 9：30～16：35

創立１００
周年記念事
業実施要項
（5/26現在）日程確定---企画書 日連に要求中
日程確定後 実行委員会：６月早々
参加者：浜松07団２名、12団５名、14団２名、19団１７名、引佐02団１名。

県連
静岡598期（浜松地 区）
2019年度
浜連

仏教章取得研修会

浜連 第１４期年次総会

（受付9：00）

青少年の家

2020/3/21～23

東地区1名。合計２８名。
当初予定（3/28～30）は 離任式予定が多く 変更

臨済宗大本山方広寺
2019/5/29

青少年の家

地区協議会会長、地区協議会副会長、地区委員長、総務委員長、地区ｺﾐｼｮﾅｰ、
地区事務局長、会計長。

（第二研修室）
青少年の家運営連絡会 2019/6/18 ,10/23、
浜連
議
2010/2/18

日連

2019/4/1～8/31（前期）
2019年度スカウト初年
度登録促進キャンペーン 2019/9/1～2010/3/31（後期）

協議会は、青少年の家の理念及び適切かつ利用者の視点を重んじた管理運営が
なされるよう支援や助言を行うことを目的とする。
委員：ボーイスカウト１名（地区委員長）
（前期）奨励金：３１００円、申請締切9/30、送金時期12月頃
（後期） 奨励金：１５５０円、申請締切2020年4/30、送金時期2020年6月頃
e-mail promo@scout.or.jp

ＷＢ研修所スカウトコー 2019/5/2～5 MOA大仁研修
県連
センター
ス

参加結果： ★

奉仕者：

2019/5/3～5 浜松市青少年
の家

参加結果： ★

奉仕者：

県連

団委員研修所

県連

ＷＢ研修所課程別

5/19 静岡県青少年会館

参加結果： ★

奉仕者：

４：その他
地域
2019/5/14，15
5/14：浜松19団２名、浜松12団１名、OB：２名
可美中防災講座
貢献
中1 全員
5/15：浜松19団２名、浜松12団１名、OB：２名
５：次回
2019/06/17（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
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