2019年(令和元年）7月度定例地区委員会
＊詳細は2019年度2019年7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）07月度定例地区委員会議事録
日時 2019年(令和元年）7月15日(月曜日） 19：30～21：15
場所 農村環境改善センター・生活改善研修室
０：緑の負担金/緑の募金 過不足精算
地区委員長の話
０： 常葉野球部が 部員自身で考え プレーする指導法に変わった 時代は変わってきている
順愛保育園が 太田山で４泊５日のキャンプ（舎営）を9/23～実施する。 情報交換会を実施したい

１：地区活動報告と今後の予定及び依頼事項
浜松第1団
団訪問：一回目：6/25 団会議（済み）
7/13,14 :ボーイ隊キャンプ
二回目：
浜松第7団
団訪問：一回目：4/20（育成会総会）（済み）
7/20.21：・カブ隊＋ボーイ隊 キャンプ 三保（清水８団スカウトサイト）
二回目：
8/24.25：・団キャンプ（鳳来門谷小学校跡）
葵ヶ丘保育園より保育園企画（お泊まり合宿）の支援依頼あり（キャンプファイヤーマニュアル
浜松第12団
団訪問：一回目：7/15（ジャンボリーナイト）
7/15・ジャンボリーナイト（２４ＷＳＪ参加１２名、壮行 及び 夏祭り）
二回目：
7/7：ＢＶＳ大会参加、7/13，14：ボーイ隊キャンプ
7/15：体験会では無くボーイスカウト説明会実施 １０家族来場・・今後フォローする
浜松第14団
団訪問：一回目：7/28（予定） 6/22：（BVS・CS) ホタル狩りナイトハイク
二回目：
7/14：（CS) 乗り物工作（スケートボード）
各団
7/15：（BS・VS) サイクリングと野外料理（バーベキュー）（渚園）
団訪問：一回目：7/2（団委員 6/27～29・通学合宿（和地、伊佐見、神久呂小）８名（一般１名のみだが途中入団
浜松第19団
会）（済み）
に繋がるため継続する）
二回目：12/1年末家族お楽しみ会＆体験会
7/26～28・CSｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ （ダブルハルナヌー）（三ケ日青年の家）
引佐第2団
団訪問：一回目：
欠席（報告無し）
二回目：
浜名第1団
団訪問：一回目：１０月予定
７月２７日、２８日・団合同舎営・野営 於）門谷小学校跡地
二回目：２０２０年２月１６日 ＢＰ祭、体験会（予定）
湖西第1団
団訪問：一回目：7/2 団訪問（済み）
欠席（報告無し）
二回目：
地区コミッショナー

地区コミッショナー会議
防災キャラバン
トレーニングチーム担当 '地区定型外訓練
WBスカウトコース静岡第７期
WB課程別研修静岡第７期
団委員実修所第２６期
WB事前訓練・課題実施
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'地区コミッショナー会議
富士特別野営2019
体験会プロジェクト

プ

ベンチャースカウトフォーラム
静岡ベンチャーキャンプ
ＲＳ
団担当

富士特別野営2019
ＲＣＪフォーラム2019

6/22 静岡県青少年会館
7/21 イオン浜松志都呂
6/30 安全講習会「セーフ・フロム・ハーム研修」 農村環境改善センター
日連 スカウティング誌 総括：「野外活動のための安心・安全」
https://www.scout.or.jp/_src/sc3342/anzenkouza.pdf
参加者 ９名（隊指導者５名、団指導者４名）
10/11～10/14 太田山野営場 〆切 9/13
10/27 静岡県青少年会館 〆切 10/6
10/12～10/14 国立中央青少年交流の家 〆切 9/1
地区締切 8/25（課題指導）
7/7 太田山野営場 七夕をテーマにしたミニハイクとゲーム実施
ｽｶｳﾄ・ひよこ 44名 ﾘｰﾀﾞｰ・保護者 52名 参加
欠席
欠席
6/22 静岡県青少年会館 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
8/10～8/16 那須野営場～大和の森 高萩スカウトフィールド（12団 中嶋みと葉）
8/31 青少年の家 （チラシ配布 浜松7、浜松12、） 保護者説明、安全管理サ
ポート依頼 ・・応募15名 以内ならスカウト参加ＯＫ
9/8 静岡県青少年会館 〆切 8/17
9/21～9/23 伊豆の国市「ＭＯＡ大仁研修センター」 〆切 8/9に変更
→堀内コミ 課題確認 （浜松12団、4，5名参加予定）
8/9～8/16 那須野営場～大和の森 高萩スカウトフィールド（14団 松井咲菜）
10/12～10/14 大阪府立少年自然の家
団訪問予定・・・浜名1団７月２７日 ・団合同舎営・野営 於）門谷小学校跡地 訪問予定
堀内、渋谷 今後 引佐2団を訪問したい
２０１９年度児童数・幼児数 配布済み
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・岐阜県連盟岐阜西部地区揖斐第１団から県外旅行申請書 7/14,15 渚園 夏キャンプ
→今後も情報共有のため 各団にCcする
・追加登録地区承認申請時に「登録諸費納入計算書」と「たちばな購読部数申込
書」 を必ずメールで浜松地区事務局<office@scout-hamamatsu.net> 宛 送付
お願いします。
たちばな購読部数 は追加数では無く 必要数です

会計
広報・組織拡充委員会(HP含む）
7/5（金）
9/15（日）日連回答期限

進歩・指導者養成委員会
障がい児スカウティング
太田山委員会
秋の整備
乃木広場
７月１３日、１４日
その他
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

届いてから地区承認手続きを行います。
地区負担金
地区組拡広報委員会
中途退団抑止に関する全国調査について（各団実施） 9/15までに実施
→８月地区委員会で確認
調査内容見本
浜松地区データ
7/4 隼章1名、富士章1名 地区面接→7/13 県連富士章面接
くるみバザーの報告が くるみさんからありましたので 議事資料からリンクします
9/8午前中 整備案（各団１名以上） 草刈り機を出来るだけ持参願います
引佐２団 キャンプにて使用、7/27，28 は浜松14団

2019/11/10（ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ）

企画書ーーー同時実施人数 予算等 企画書に整理する
→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
緑の募金
緑の募金期間
本日、入出金調整。
毎年1月15日から5月31日
→不足分は左記 秋期間に 地区として募金活動を実施する。（主管：総務）
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） 強調月間
２４ＷＳＪ
6/23（日）
県連壮行会
7/15（月）
地区壮行会（12団ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰﾅｲﾄ）、壮途金進呈
7/19 8：30 大山ファーム出発 8/5到着予定
7/20 日連 東京会場 結団式 壮行式（保護者出席可）
ＢＶＳを全団１６名以上に 参考事例：県内でBVSが二桁 浜松０１団：０１名→０２名 浜松０７団：０６名→ 浜松１２団：１５名→１８名
いる団は８個団です。この内、 浜松１４団：０１名→０２名 浜松１９団：０１名→ 引佐０２団：０２名→
三島地区は３個団が二桁で
浜名０１団：０５名→
湖西０１団：０１名→
す。取り組み事項を聞いたとこ 幼児キャンプを行う 保育園と意見交換する

３：その他連絡事項・確認事項

日連
県連
県連

県連
浜連
県連
県連
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：未提出の浜松1団、引佐2団、浜名1団は 至急提出ください
２０１９年度夏季の諸活動に向けて
毎年と違っている部分もあり 必ず確認してください
理事会報告事項
2019/8/24
８月の理事会が２４日（土）に開催されるため、地区委員会を第四週の８／２６にしたい！
８／２４（土）納涼交歓会：炙之介（葵区昭和町1-8）18:00～20:00 ￥5000 8/9締切
第３回東海４県連盟
参加隊
基本実施要項 組織図（８月に詳細）
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 参加促進 地区別参加目標案
（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
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 奉仕要請
青少年の家運営連絡会議 2019/6/18 ,10/23、2010/2/18 2019/6/18 ：野営スペースの整備を要望
ＷＢ研修所スカウトコース2019/10/11～10/14 太田山 実施要項 再掲載
静岡第７期
県連締切9/13（課題あり） 地区締切 8/25
ＷＢ研修所課程別
2019/10/27 静岡県青少年会館実施要項 再掲載
静岡第７回
県連締切10/6 地区締切 8/25
ＲＣＪフォーラム２０１９
2019/10/12～14 大阪府立少年自然の家
参加者募集要項 日連締切 9/2
対象：参加時点で18歳以上25歳以下の、ローバースカウトまたは同年代の指導者
参加申込書サンプル ロゴ募集 申込みフォーム
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 再掲載
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
指導者Ｇで ミニハイクを午前1回、午後1回 実施して欲しい・・不可能なら割り箸
鉄砲
青少年の家祭り
→７／２５ コミＧ・ＴＴ会議で調整する

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（浜松7団1名、12団2名、浜松19団２名）
Zero to One 高校生体験活動アワード
７月３０日（火）～８月１日（木）
in 妙高
【募集締め切り】７月１９日（金）国立妙高青少年自然の家必着
チラシ 申込書
対象 ＶＳ
・２泊３日のオリエンテーション合宿（７月３０日～８月１日）妙高
・自分の地域での社会貢献プロジェクト実施（通算５日間）
・地方審査会（希望者のみ）（１１月２４日）妙高
・東京審査会（地方審査で選出された者のみ）（１月１１～１２）東京
最大で３回集合する機会がありますが、いずれも参加費無料、交通費支給となります。
※参加費無料、交通費支給は、今回限りです。
５：次回
2019/08/26（第4週）（県理事会後）：農村環境改善センター/生活改善研修室：地区委員会
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