2019年(令和元年）8月度定例地区委員会
＊詳細は2019年度2019年8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
2019年(令和元年）08月度定例地区委員会議事録
日時 2019年(令和元年）8月26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：富士章授与式 浜松12団 ＶＳ隊 中嶋みと葉
１：地区活動報告と今後の予定及び依頼事項
団訪問：一回目：6/25 団会議
浜松第1団
（済み）
二回目：
団訪問：一回目：4/20（育成会
浜松第7団
二回目：
団訪問：
一回目：7/15（ジャンボ
浜松第12団
二回目：
浜松第14団
各団

浜松第19団

引佐第2団

湖西第1団

防災キャラバン
'WBスカウトコース静岡第７期
WB課程別研修静岡第７期
トレーニングチーム担当
団委員実修所第２６期
WB事前訓練・課題実施

ＲＳ

渋谷

西村

20198/28

2019/8/28

ボーイ隊： 5泊キャンプ けが人が出た

・7/26,27：団キャンプ（鳳来門谷小学校跡）

二回目：２０２０年２月１６日
・8/31.9/1:：ベンチャー隊 富士登山
ＢＰ祭、体験会（予定）
・9/8：・スカウトの日 乃木胸像広場及び乙女園海岸清掃実施予定
団訪問：一回目：7/2 団訪問
（済み）
二回目：

地区コミッショナー

ＢＶＳ
コミッ
ＣＳ
ショ
ＢＳ
ナー
グ
ルー
プ
ＶＳ

作成・確認
総務委員会

・葵ガ丘保育園ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ奉仕
・8/24，25：団キャンプ（鳳来門谷小学校跡））
・7/21～8/5：24ＷＳＪ参加者12名 無事帰国 8/20市長報告会
・8/10～12：ＣＳ隊 8月隊集会 2泊3日舎営 春野山の村
・8/10～16：ＢＳ隊 8月サマーキャンプ 5泊6日 春野山の村
・8/18ＢＶＳ隊 8月隊集会 滝沢キャンプ場 川遊び
団訪問：一回目：7/28（済み） ・8/4：佐鳴湖クリーン作戦参加・ザリガニ釣り
二回目：
・8/23～25：団ｷｬﾝﾌﾟ （久留米木小跡地）
・9/15：清掃活動・体験入隊会
団訪問：一回目：7/2（団委員 ・'7/26～28：CSｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ（三ケ日青年の家）
二回目：12/1年末家族お楽 ・8/3：保護者会＆懇親会
・8/24：光明学園夏祭り奉仕
・9/14～16：団キャンプ（長楽寺）
団訪問：一回目：7/25（ＣＳ隊
集会）（済み）
・8/25：ＣＳ隊集会（都田川 釣り）
二回目：
団訪問：一回目：7/27（済み）

浜名第1団

承認
地区委員長

サプライズ合同隊集会

'富士特別野営2019
体験会プロジェクト
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
富士特別野営2019
RCJ中部Brｲﾍﾞﾝﾄ
ＲＣＪフォーラム2019

団担当

7/21 イオン浜松志都呂 日連報告
10/11～10/14 太田山野営場 〆切 9/13：4名参加予定--正式申込は未提出
10/27 静岡県青少年会館 〆切 10/6：4名参加予定--正式申込は未提出
10/12～10/14 国立中央青少年交流の家 〆切 9/1：1名参加予定--正式申込は未提出
8/25（
）
8/4 ザリガニ釣り（佐鳴湖公園） １団・７団・１４団・１９団参加
ｽｶｳﾄ・ひよこ 名 ﾘｰﾀﾞｰ・保護者 名 参加
ＲＴ実施
地区大会に向かい準備、3ＴＣは班長会議実施予定
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 24WSJ参加時怪我の為不参加）
8/31 青少年の家 （参加予定 ４名） 保護者説明、安全管理サポート依頼
ＢＶＳ～小3 スカウト参加可能→齊藤副コミに連絡
9/8 静岡県青少年会館 （参加予定４名）
9/21～9/23 伊豆の国市「ＭＯＡ大仁研修センター」 （参加予定６ 名）
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 松井咲菜奉仕）
8/31～9/1 石川県金沢（14団 増田いぶき参加予定）
10/12～10/14 大阪府立少年自然の家 (浜松12団 袴田真由参加予定）
団訪問予定・・・日程・内容 第1回目の訪問は全団終了

総務・野営行事委員会
事務局
会計
運営 広報・組織拡充委員会
委員 (HP含む）
会

8/30締切
9/15（日）日連回答期限

9/1～2020年3/31
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
9/8（日）
乃木広場

7，8，9月 地区会計仮決算 9月地区委員会に 明細と領収書が整合できる形で
提出のこと
・たちばな10月号BS（担当浜松19団ＢＳ隊 ）
中途退団抑止に関する全国調査について
（各団実施）2019/8/25時点入力状況 では送信済み団無し
データ入力には手間がかかります。 早急にインプットを進めてください
・写真コンテスト並びに募集チラシコンテストの開催について
・来期 ボーイスカウト講習会 5月17日（第3日曜）とする
→青少年の家先行予約 担当渋谷地区委員長
欠席
9/8午前中 整備案（各団１名以上） 全団連絡済み
スカウトの日活動として広場清掃及び周辺の清掃実施

その
他
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２：協議・審議・検討事項
地区 2019年度地区大会

地区 緑の募金

地区

２４ＷＳＪ

企画書 プログラム概案
地区大会実行委員会（９／５ コミ会議で主にプログラム関係 検討）
→チラシ 暫定版を西村が作成し 8/31体験会に間に合わせる
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
（場所 浜松駅前 日時 2019/9/29 で各団に参加を呼びかける）
「緑の月間」（4月15日から5月
14日） 強調月間
8/20（火）
市長報告会（浜松地区12名中9名 参加 （浜松東8名中6名参加））
2019/11/10（ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ）

参考事例：県内でBVSが二桁
いる団は８個団です。この内、
地区 ＢＶＳを全団１６名以上に
三島地区は３個団が二桁で
す。取り組み事項を聞いたとこ
地区 地区ネッカー

浜松０１団：０１名→０２名 浜松０７団：０６名→０７名 浜松１２団：１５名→１７名→２０名
浜松１４団：０１名→０２名 浜松１９団：０１名→ 引佐０２団：０２名→（０３名）
浜名０１団：０５名→（０６名）9月入隊予定
湖西０１団：０１名→
在庫2枚
→B反生地が有るか 新地区シンボルマーク付きで 30枚製作？で見積もる（小
笠原浜松14団）

３：その他連絡事項・確認事項
２０１９年度年間スケジュール（2019/8/26時点）
２０１９年度浜松地区役務
日連
２０１９年度夏季の諸活動に向けて
2019/8/25 理事会
・県連顧問追加推薦：城内実、竹内良訓承認。
・セーフフロムハームセミナー（各地区展開）
県ｺﾐｯｼｮﾅｰより・日連維持会費入金をお願いします。7/末時点、達成率４８．１％
議事資料
・県連団分析シートの提出依頼（組拡広報委員会）
・日連依頼全団調査の提出依頼
・日連ＨＰへの全団ページ作成依頼 ：浜松では14団、19団のみ
・友情章による顕彰～8/17 三島18名、島田11名！浜松5名。
★加盟登録数：浜松東530、富士503、浜松489、三島418
・組拡広報カレッヂ（9/28土農村環境改善センター）
・写真パネル、募集チラシコンテスト！活動ムービーも募集中
・難民支援衣料回収ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ2019秋へのご協力を！
・BS講習会静岡第603回11/24浜松東地区（指導者養成委員会）
・WB研修所ｽｶｳﾄｺｰｽ10/12～14太田山締切9/13
・団委員実修所10/12～14国立中央青年交流の家締切9/1
県連 理事会報告事項
・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾁｰﾑ研究集会11/2～3MOA大仁研修ｾﾝﾀｰ
・県連定型外訓練11/23～24三ケ日少年自然の家「ｽｶｳﾄｿﾝｸﾞを隊活動で歌おう」
・令和2年度指導者訓練計画 ：太田山 確保する
・緑化推進事業開催支援について（野営行事委員会）
：各地区15，000配布：地区で使用する
・富士章面接：6/16浜松地区1名、7/13浜松地区1名、8/3三島地区3名（進歩国際委員会）
・ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾝﾌﾟ9/21～23参加者１４名（浜松６名）
・100周年海外派遣★24WSJ会場も候補（台湾、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）
・安全普及ﾌｫｰﾗﾑ10/19開催静岡青少年会館締切9/30（ｾｰﾌﾌﾛﾑﾊｰﾑ安全委員会）
・障害児ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ研究集会2/9予定
・RCJフォーラム10/12～14大阪（ユース委員会）
・24WSJ報告（実行委員会）
・３ＴＣについて目標参加者数ｽｶｳﾄ７０名、指導者１５名、SHQ＆GHQ指導者１５名
・赤い羽根共同募金（市町共同募金委員会＝社会福祉協議会）：伊東地区は助成金受領
・富士地区ラトビア国際交流報告
参加隊
第３回東海４県連盟
基本実施要項 組織図（８月に詳細） 再掲載
２０２０年８月７日（金）から８月 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
合同野営大会
県連
本部員
（略称：３ＴＣ）
→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
青少年の家運営連絡会 2019/6/18 ,10/23、
浜連
2010/2/18
議
ＷＢ研修所スカウトコー
実施要項 再掲載
県連
2019/10/11～10/14 太田山
静岡第７期
県連締切9/13（課題あり） 地区締切 8/25
2019/10/27 静岡県青少年会 実施要項 再掲載
ＷＢ研修所課程別
県連
館
静岡第７回
県連締切10/6 地区締切 8/25
参加者募集要項 日連締切 9/2 再掲載
2019/10/12～14 大阪府立少
日連 ＲＣＪフォーラム２０１９
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
年自然の家
参加申込書サンプル ロゴ募集 申込みフォーム
開設要項 再掲載
団委員実修所（第２教
2019/10/12～14 国立中央青
日連
開設担当：静岡県連 （西村注：課題をやると団の分析になる）
程）第２6期
少年交流の家
県連締切 9/1、日連締切 9/6
４：その他
地域
湖東中ふれあい講座
貢献

７／５，１１／２２

５：次回
2019/09/16：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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