2019年(令和元年）6月度定例地区委員会
＊詳細は2019年度2019年6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

承認
地区委員長

作成・確認
総務委員会

渋谷

西村

2019/6/19

2019/6/19

2019年(令和元年）06月度定例地区委員会議事録
日時 2019年(令和元年）6月17日(月曜日） 19：30～21：30
場所 農村環境改善センター・生活改善研修室
地区委員長の話
湘南の３人制バスケットボールチーム がＰＲのため ・バスケットボールスクール、・奉仕活動・難民支援など「地域に根ざそう」として活動し
０：
ている。 我々も「地域に根ざそう」と ・緑の募金・防災キャラバン・音楽祭奉仕・学校奉仕をやっているが アピールが足りない
→HP、facebookなどで ＰＲして行きたい
１：地区活動報告と今後の予定及び依頼事項
磯部前団委員長体調不良により、新団委員長 小林（現 ＢＶＳ担当副コミ）に交代
団訪問：一回目：6/25（渋谷、 した
各団 浜松第1団
西村）決定
二回目：？
5/19 体験会を実施したが 参加者は1名のみ。当日は入団希望していたがまた
連絡は無い
富士章 地区面接、県連面接終了した
浜松第7団
団訪問：一回目：4/20（育成会総会）
5/26 体験会実施、1名入団予定。 6/8 ＢＶＳホタル観賞実施
二回目：
浜松第12団
団訪問：一回目：7/15（渋谷、堀内）
6/1,2 鈴鹿１団との交歓会実施（鈴鹿訪問）
二回目：
7/15 募集説明会（体験会では無い） ジャンボリーナイト（２４ＷＳＪ参加壮行会）
団訪問：一回目：7/28（堀内、
6/2くるみバザー 多数奉仕
浜松第14団
渋谷） 二回目：？
団訪問：一回目：希望：団委員会毎月第一火曜日＆第三水曜日
浜松第19団
6/15 ・お父さん達との親睦会：リーダー候補有り→お母さん達との親睦会も予定する
二回目：12/1年末家族お楽しみ 6/27～29・通学合宿（和地、伊佐見、神久呂小）：6/17現在一般応募2名、ＢＳも含
会＆体験会
めて実施する
6/4・随時募集中ビラ作成掲示依頼中：遠鉄ストア、浜信が掲示してくれそう
引佐第2団
団訪問：一回目：
二回目：
浜名第1団
団訪問：一回目：１０月希望（団委員長帰国）
６月１日・育成総会開催
６月２日・浜名湖いかり瀬清掃実施（スカウト１２名、保護者・指導者１３名参加）７月
二回目：２０２０年２月１６日 ＢＰ祭、体験会
２７日、２８日・団合同舎営・野営 於）門谷小学校跡地
県外旅行申請、安全計画書 ６月３０日地区提出予定
湖西第1団
団訪問：一回目：
二回目： 欠席
地区コミッショナー
トレーニングチーム担当 6/20 青少年の家
6/30 農村環境改善センター
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団担当

各種募集要項あり。 3ＴＣは今年１２月には予備申し込み有り。中嶋ｂｃ担当副コミ
が集約
６月歌研・・７月歌研は 7/11
安全講習会 6/12締め切り日現在 参加予定者（浜松12団2名、引佐2団2名）
→セームフロムハーム研修を含んでおり、指導者（団、隊）極力参加願います
ビーバー大会（太田山）「織り姫様を助け出せ」をテーマにしたミニハイクとゲーム実施予定
RT「ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ」参加7名
特に無し
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予定
体験会プロジェクト 各団に学校・幼稚園へのチラシ配布依頼します
各団 配布可能チラシ枚数 6/25までに連絡ねがいます（西村注：6/22には２０１９
年度所属数明確化）
ユースチーム募集、ユース交流会あり・・下記連絡事項、議事資料に新規アップ
団訪問予定・・・一回目 確認、湖西１団訪問早急に実施（地区委員長指示）
２０１９年度児童数・幼児数 6/20入手予定（各団別整理完6/22）
→ＶＳ主体体験会 用に 入手次第整理して 資料提供

防災キャラバンの奉仕宜しくお願いします
設営・撤営・・時間があればコーナー手伝い
事務局
特に無し
地区負担金 未入金団は６月末までに 地区口座に振り込み願います
一旦 緑の負担金請求通り 入金願います
会計
→募金過不足分は７月地区委員会で現金精算します
運
記念県連章代 未連絡は 湖西１団：西村が連絡する
営
仮払い受領コミ、委員会は領収書/残金/会計帳簿を提出：未提出 ＢＶＳ部門
委 広報・組織拡充委員会(HP含む）
6/8 県連委員会出席→組拡広報カレッジ日程調整中
員
6/12 富士章地区面接実施
会 進歩・指導者養成委員会
各団 進歩・指導者メンバーの出ていない団は必ず 選出して下さい
障がい児スカウティング 2019/6/2：コミュニティーモールinくるみ（バザー）
バザー奉仕者 22名 大勢の奉仕ありがとうございました
9：00～13：00・・・旧北小体育館 指導者/保護者 9名（浜松12：2名、浜松14団：6名、浜名1団：1名）
スカウト 13名（浜松12団ＶＳ2名、浜松14団ＢＳ2名、ＣＳ9名）
太田山委員会
５／２９ 太田山運用基準が変更になりました
・８月の予約は 一般団は4/1中の申込者を4/2に抽選する
→任意構成団体ではなく、浜松連合協議会傘下
・鍵は負担金保管団は自己管理
新利用申込み、報告書。 新使用責任心得
乃木広場
７月１３日、１４日
引佐２団 キャンプにて使用予定
その他
総務・野営行事委員会
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２：協議・審議・検討事項
地区 2019年度地区大会

地区

県連
地区

地区

地区

2019/11/10（ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ）

企画書
11/10：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 ）
・・・出来れば 7/21防災キャラバン時にＰＲしたい
理事会報告事項：他地区は 負担金に関して反応薄い（＝各団の実際の募金額を
緑の募金
緑の募金期間
地区委員長は把握していない？）
緑の募金は 協会から許可証を取り寄せれば 道路使用料は免除になる
毎年1月15日から5月31日
今後の地区の対応方法。：各団での募金額は全て地区に納入して貰い 県からの
割当より少ない場合 地区会計で負担する
→今期に関しては 一旦各団負担割当額を納入して貰い、次回地区委員会で 過
および9月1日から10月31日
不足を 現金で精算する
→不足分を補うためにも 秋の募金期間に 「浜松地区」として募金活動を行いた
い・・主管：総務・野営行事委員会
「緑の月間」（4月15日から5月14日） 強調月間
２４ＷＳＪ
6/23（日）：県連壮行会
地区は？ 地区壮行会（実施例無し）、市長報告会（毎回実施）
壮途金：金額は地区委員会で決定、22WJ：＠5，000、今回予算60，000/12名）
→２４ＷＳＪ スカウト壮途金は１人あたり5，000とする
→（全員が浜松12団で有り）7/15 ジャンボリーナイト時に 地区委員長からお渡
しする
→会計が 準備する
←浜松14団小笠原団委員長から ハッピ、手ぬぐいも（交歓品として）提供し
てもらえる
第１０回浜松市立青少年の家まつり
開催日：11/17（日）
団体別活動表提出：6/29（第二回実行委員会） 実施要項
今年は 地区として参加したい活動内容は
→てん茶（浜松7団杉山副協議会長主体）＋ゲームコーナー（地区大会で好評
だったもの？）
で 地区委員長名で申し込む
ＢＶＳを全団１６名以上に 参考事例：県内でBVSが二桁い 浜松０１団：０１名→０２名 浜松０７団：０６名→ 浜松１２団：１５名→１７名
る団は８個団です。この内、三 浜松１４団：０１名→０２名 浜松１９団：０１名→ 引佐０２団：０２名→
島地区は３個団が二桁です。取 浜名０１団：０５名→
湖西０１団：０１名→
り組み事項を聞いたところ、地
区で年４回BVS合同集会を実
今後 毎地区委員会で状況確認する
施しこれに体験希望者も招待し
ているそうです。
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３：その他連絡事項・確認事項

県連

県連

県連

浜連
浜連
県連
県連
県連
日連
日連
日連

２０１９年度年間スケジュール（2019/6/14時点）
２０１９年度浜松地区役務：未提出団は 早急に選出し提出
・県連顧問承認（鈴木康友、須藤京子）。地区コミッショナー承認（堀内正治、中嶋
理事会報告事項
2019/6/8
一仁、斎藤晶子、近藤淳、平野浩司、西村清矢）
議事資料１
・2019年度スカウト初年度登録促進キャンペーン。奨励金：３１００円、申請締切9/30。
，議事資料２，
・ｾｰﾌﾌﾛﾑﾊｰﾑｾﾐﾅｰ2019基本編、実践編の案内。
議事資料3
県連セーフフロムハームガイドライン2019
・挽回調査への協力依頼（ｶﾃｺﾞﾘｰＣ,Ｄ団への支援の為）地区コミッショナー、団委
員長。
浜松地区は 浜松12団以外は Ｃ、Ｄカテゴリー
・総務委員会：納涼交歓会8/24（土）申込締切7/31
→浜松地区取りまとめは渋谷地区委員長 申込みは渋谷さん７／３１まで
・組拡広報委員会：ｿｶｸｺｳﾎｳｶﾚｯｼﾞ日程調整9/7、21、28、10/26、11/2。全団ＨＰ作
成依頼。
・指導者養成委員会：秋の定型訓練参加案内。
・野営行事委員会：スカウトの日、申し込みを！
・進歩国際委員会：ＶＳﾌｫｰﾗﾑの案内、ＶＳキャンプの案内
・SFH安全委員会：安全普及ﾌｫｰﾗﾑの案内、障害児ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ研修会の案内
・ユース委員会：RCJﾌｫｰﾗﾑ2019案内
・2021年全国大会静岡開催決定。 １００周年記念名札（県/地区役員）
第３回東海４県連盟
参加隊
基本実施要項 再掲載
合同野営大会
２０２０年８月７日（金）から８月１２日（水）
3ＴＣに 静岡100周年記念事業として参加
（略称：３ＴＣ）
本部員
→予納金（5，000）：2019/12/13地区締切、残金（17，000）：2020/4/24県連締切
８/６～８/１２
浜松地区は中嶋ＢＳ担当コミが集約する
全国防災キャラバン
2019/7/21（日） ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂
実行委員会：６月１４日、 議事記録
案内ポスター レイアウト案、スケジュール、会場案内 奉仕御願いします
7/7午後５時 現場下見および最終打ち合わせに イオンモールに行きたい
第１４期年次総会
2019/5/29 青少年の家
2019～2020浜松地区主幹。
（第二研修室）
太田山委員会が浜松連合協議会傘下になりました。
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
青少年の家運営連絡会議 2019/6/18 ,10/23、2010/2/18
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：2019～2020浜松地区担当。
ユースチーム募集
18歳～ 35歳は県連ユースチームに入れます
募集案内（西村注：YTSは定期訓練が半額県連補助）
U３５交流会
2019/7/14 静岡駅前会議室→任意交流
交流会案内 （まずは 顔合わせ）
西村注：各種募集案内は 浜松地区ＨＰ 行事サイト に 詳細があります
ＷＢ研修所スカウトコース2019/10/11～10/14 太田山 実施要項
静岡第７期
県連締切9/13（課題あり） 地区締切
実施要項 （スカウトコース修了者・予定者 ・・修了者は別課程を担当する場合 こ
ＷＢ研修所課程別
2019/10/27 静岡県青少年会館
れを受けるのみでＯＫ）
静岡第７回
県連締切10/6
団委員実修所（第２教程）第２6期
2019/10/12～14 国立中央青少年交流の家
開設要項 開設担当：静岡県連 （西村注：課題をやると団の分析になる）
県連締切 9/1、日連締切 9/6
ウッドクラフトコース第一期2019/9/21～26 高萩スカウトフィールド
開設要項 県連締切 6/30 日連締切7/18
第１４回「スカウトと社会をつなぐ場所」
2019/7/10 18：00～ 東京都内 ＨＰ 開催要項 申込みフォーム
（西村注：東京在住 就職検討中ＲＳ対象？）

４：その他
地域貢献
湖東中ふれあい講座

７／５，１１／２２

７／５：奉仕予定（浜松7団1名、12団2名、もう一名は浜松19団からの予定）

５：次回
2019/07/15（第3月曜日）：農村環境改善センター/生活改善研修室：地区委員会

3/3

ボーイスカウト浜松地区

