2019年(令和元年）０９月度定例地区委員会
＊詳細は2019年度2019年09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(平成31年）０９月度定例地区委員会議事録
2019年(令和元年）9月16日(月曜日） 19：30～21:15
場所 農村環境改善センター・生活環境改善室
０: 浜松地区半期仮決算---未整理 組拡・広報委員会,
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、 二回目：
浜松第7団
団訪問： 一回目：4/20 、 二回目：
浜松第12団
団訪問： 一回目：7/15、 二回目：
各
団

浜松第14団
団訪問： 一回目：7/28、 二回目：
浜松第19団
団訪問： 一回目：7/2、 二回目：
引佐第2団
団訪問： 一回目：8/25、 二回目：
浜名第1団
団訪問： 一回目：7/27、 二回目：
湖西第1団
団訪問： 一回目：7/6、 二回目：

地区コミッショナー
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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

9/14,15 ＢＶＳ、ＣＳ お泊まり会実施
9/29：地区 緑の募金に参加予定
10/5，6：団キャンプ 太田山予定
（団会議）、
9/8、ＣＳ隊つり、
9/22：ＢＶＳ隊 ハイキング 二俣 予定
9/29：ＣＳ隊 募金後 てん茶体験 予定 、ＢＳ、ＶＳ 不明
（育成会総会）、
9/15：ＢＶＳ隊集会実施 見学者２名 入団決定（７月体験会参加者）
10/6：入隊上進式 予定
（ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰﾅｲﾄ）、
9/15：清掃活動・体験入隊会 ４組５名参加
10/6： カソリック教会 聖フランシスコの日
（団委員会）、
9/14～16：団キャンプ（長楽寺）・・小5中心で実施【3ＴＣを目指して】
9/21：ボーイスカウト体験会 ２週間前からチラシ配布 しかし参加予定２名
（団委員会）、12/1年末家族お楽しみ会＆体験会。
9/14，15：団キャンプ予定であったが 指導者体調不良により中止
（ＣＳ隊集会）、
・8/31.9/1:：ローバー隊 富士登山実施
・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
・9月カブスカウトハイキング予定
（団キャンプ）、 ２０２０年２月１６日 ＢＰ祭、体験会（予定）
欠席（未連絡）
（団会議）、
・新進歩課程対応 スカウトハンドブックベーシック版（ＢＳ用） １０月発売開始
スカウトハンドブックアドバンス版（ＶＳ用）は後日 発売予定
・事故時 スカウト共済使用のためには 「活動計画書【安全対策含む】」が必
要！！
← コミに事前提出してください（計画承認は 団委員長、地区には届け出）
セーフフロムハーム研修会 12/14実施予定（団委員長。隊長 は参加必須）
10/11～10/14 太田山野営場 〆切 9/13（全参加予定１１名、14団１名、19団２
名）
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

ＢＶＳ担当
ＣＳ担当

報告無し
10/20：チームスポーツ大会

ＢＳ担当

9/29：地区大会プログラム打ち合わせ（12団 和合ベース）

ＶＳ担当

地区VS主催の体験会
'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
地区大会

8/31 青少年の家 （参加8家族 もう少し参加して欲しかった）
9/8 静岡県青少年会館（参加 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）
地区大会「アド・ベンチャーの国 ～ワールドジャンボリーの紹介～」

ＲＳ担当

富士特別野営2019
ＲＣＪフォーラム2019

8/31～9/1 RCJ中部Brｲﾍﾞﾝﾄ 石川県金沢（14団 増田いぶき 参加）
10/12～10/14 大阪府立少年自然の家 （12団 袴田真由、14団増田いぶき参加
予定）

団担当

湖西2団への感謝状 9/13に授与（本来は５月の総会分）

1/2

ボーイスカウト浜松地区
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含む）
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緑の募金 道路使用許可済み

組拡・広報委員会(HP含
む）

9/15（日）日連回答期限

進歩・指導者養成委員
障がい児スカウティング
太田山委員会

9/8（日）

乃木広場

地区内各団連絡員へのアドレスが古い→変更
・たちばな10月号 19団提出済み、1月号 担当 浜松1団 指導者 11/29締切
・中途退団抑止に関する全国調査について（各団実施）
（9/23時点 未送信：浜松1団、引佐2団、湖西１団）
・SKC（組拡広報カレッジ） 参加予定 （浜松1：1名、7団：1名、12団：4名、19団：2
名）
・9/16 隼面接実施
特に無し
９／８ 秋の整備実施 総勢１７名（内浜松地区９名） ありがとうございました
中ホールの湿気対策として 周りの木を切る必要あり
広場草刈りおよび清掃実施

その
他
２：協議・審議・検討事項

地区 2019年度地区大会

・

・9/21 ＢＶＳ部門下見に合わせ 全体下見実施する
その場で地区大会実行委員会（プログラム実施案、レイアウト確認）
・チラシ配布数確認・・予備も含め 6千枚、9/29緑の羽根募金時にも配布
各団には 10/9地区リーダー会で配布→10/13の週には配布
・缶バッチを記念品として作成する
・ＰＡは浜松東地区から 借りたい

地区 緑の募金

9/29（日）

不足分を地区として募金活動実施。
羽根、募金箱は 参加各団で準備する
場所：浜松駅前 日時 １１時から１６時

参考事例：県内でBVSが二桁
いる団は８個団です。この内、
三島地区は３個団が二桁で
地区 ＢＶＳを全団１６名以上に す。取り組み事項を聞いたとこ
ろ、地区で年４回BVS合同集会
を実施しこれに体験希望者も招
待しているそうです。

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→２１名（注 １０月上進）
浜松１４団：０１名→０２名
浜松１９団：０１名→
引佐０２団：０２名→ ０３名（団委員も１名増える）
浜名０１団：０５名→０６名
湖西０１団：０１名→

３：その他連絡事項・確認事項

第３回東海４県連盟
県連 合同野営大会
（略称：３ＴＣ）

参加隊
２０２０年８月７日（金）か
ら８月１２日（水）
本部員
８/６～８/１２

ＷＢ研修所スカウトコー
2019/10/11～10/14
県連 ス
太田山
静岡第７期
県連

ＷＢ研修所課程別
静岡第７回

2019/10/27
静岡県青少年会館

団委員実修所（第２教
2019/10/12～14
程）第２6期
国立中央青少年交流の
浜松 青少年の家運営連絡会 2019/6/18
連合
2019/10/23
協議
2020/2/18
会
青少年の家
日連

４：その他
地域
湖東中ふれあい講座
貢献
地域
青少年の家祭り
貢献

基本実施要項 組織図（８月に詳細）
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
申込方法 団申込書
ＳＨＱ、GHQは ２名で交代ＯＫ
イベントページ
→申込書：2019/11/13 地区リーダー会で集約する 中嶋副コミ
予納金（5，000）：2019/12/13地区締切、残金（17，000）：2020/4/24県連締切
参加予定（9/13時点）

参加予定（

）

参加予定
野営スペースの整備を要望。

７／５，１１／２２
１１／１７（日曜）

１：てん茶 ２：グループごとに コーナーを回る

５：次回
2019/10/21：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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ボーイスカウト浜松地区

