2019年(令和元年）10月度定例地区委員会
＊詳細は2019年度2019年10月度定例地区委員会議事資料を参照してください。
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2019年(令和元年）10月度定例地区委員会議事録
日時 2019年(令和元年）10月21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
0:訃報連絡 浜松1団前団委員長 磯部 哲一 様がお亡くなりになりました。
お通夜は
１０月２２日(火曜日) １８時～
告別式は
１０月２３日(水曜日) １２時～
会場は
中区南浅田１丁目６―１ メモリアルホール博善浅田
団委員実修所への参加報告 ★より良きスカウティングを子供たちに提供し続ける為に指導者は自己研鑽に励みましょう！
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（済み）
浜松第1団
二回目：
団訪問：一回目：4/20（育成会総会）（済
浜松第7団
二回目：12/22ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ希
団訪問：
浜松第12団
一回目：7/15（ジャンボリーナイト）（済
二回目：
団訪問：一回目：7/28（済み）
浜松第14団
二回目：12/22ｸﾘｽﾏｽﾐｻ希望
団訪問：一回目：7/2（団委員会）（済み）
各団 浜松第19団
二回目：12/1年末家族お楽しみ会＆体
験会
団訪問：一回目：8/25（ＣＳ隊集会）（済
引佐第2団
み）
二回目：
団訪問：一回目：7/27（済み）
浜名第1団
二回目：２０２０年２月１６日 ＢＰ祭、体
湖西第1団

団訪問：一回目：7/2 団訪問（済み）

・9/29：地区 緑の募金に参加
・10/5，6：団キャンプ （バーベキュー大会で懇親会）
9/22：ＢＶＳ隊 ハイキング 二俣
9/29：BVS/ＣＳ隊 募金後 てん茶体験
・10/6：入隊上進式
・10/26秋の体験会 （焼き芋、ミニハイキング）予定
・11/3 ５６周年記念式典、総会
・10/6： カソリック教会 聖フランシスコの日
・12/22：クリスマスミサ予定
・9/21：ボーイスカウト体験会（４家族６名参加）継続フォロー中
・12/1：ボーイスカウト体験会予定（手作りおもちゃ遊び、餅つき、ミニ運動会）
（浜松市後援対象、ゆうゆう学びのクラブ対象外）
地区 緑の募金に参加 （欠席）
・10/27：RS隊 サイクリング（浜名湖） 安全計画書提出
・11/3：団 資源回収（舞阪町仲町地区）
・11/24：BVS/CS隊 スケート
（欠席）

二回目：
・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１５日発売開始
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）

地区コミッショナー

トレーニングチーム担当

'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

セーフフロムハーム研修会 12/14農村環境改善センター
（団委員長。隊長 は参加必須[登録時の団審査を実施]）
カテゴリーＣ・Ｄ団 支援策実施
10/11～10/14 太田山野営場（全参加者12名、浜松1団1名、14団１名、19団1名）
10/27 静岡県青少年会館 （参加予定者：1団1名、12団1名、14団1名、19団1名 ）
10/12～10/14 国立中央青少年交流の家 （参加者 19団1名）
10/19 安全普及フォーラム 青少年会館 （参加者 12団1名）
11/23～11/24 県連定型外訓練「隊活動でスカウトソンングを歌おう」
三ヶ日 青年の家（参加予定 浜松12団3名）

静岡ベンチャーキャンプ

地区大会：
9/29：地区大会プログラム打ち合わせ（12団 和合ベース）
各団各隊 的アテの的を 準備中
第３回東海４県記念キャンポリー（３ＴＣ） 申込〆切11月末、 12/13予納金集金
・浜名1団 ボーイ隊 参加者1から2名で ボーイ隊活動困難
→浜松12団 内で活動 or 3ＴＣにむけた地区合同隊隊での活動等検討中
ボーイ隊指導者育成も急務（現 ＢＶＳ補助中のＲＳを育成？）
9/21～9/23 伊豆の国市「ＭＯＡ大仁研修センター」
（総参加者13名、内浜松12団5名、14団1名 ）
11/3 吹奏楽野外演奏会 （四ツ池） 浜松地区から奉仕、現在３名 更に奉 仕を募集
地区大会：「アド・ベンチャーの国 」：10/22 地区ＶＳ会議で詳細決定
10/12～10/14 大阪府立少年自然の家 台風１９号のため中止
11/13 スカウトと社会をつなぐ場所「ライフネット生命」
湖西１団管内の高校生受験対応中
スカウト以外に地域貢献として 支援していいのか-詳細は 地区委員長責任で
実施
団訪問予定・・・別紙詳細 打ち合わせ結果 議事資料に掲載する

コミッ
ショ ＢＶＳ
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10/20：チームスポーツ大会（旧 久留女木小学校） （総参加者133名 内スカウト66名）

ＢＳ

ＶＳ
ＲＳ
団担当

地区大会
ＲＣＪフォーラム2019
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11/9 地区大会前日に野営行事委員会として 本部設営する
浜松1団：1名、7団：1名、12団、14団：後日連絡、19団：1名
浜名、引佐、湖西んは 別途依頼する
・登録促進キャンペーン（再掲載） 上期 9月末終了 下期 2020/末
趣旨 申請書 （ワード版、 エクセル版） 申請しなければ交付されません
・日本連盟支給の普及資料(リーフレット・ポスター)等の必要数調査
地区として５００部（校長会等配布）、12団 ２００部、14団 １００部 その他 事

総務・野営行事委員会

事務局
会計

・たちばな、1月号 担当 浜松1団 指導者 11/29締切
・SKC（組拡広報カレッジ） 参加者 （浜松1：２名、7団：２名、12団：4名、19団：３名、引佐：１
・NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴが「地区大会」を、イベント情報に掲
・地区大会ウルトラビーバー、スーパーカブ～富士 顕彰者 一覧
→各団に齊藤副委員長から 一覧表を送付する
出欠確認連絡 10月末までに 齊藤副委員長 に
出席者：11/10 9：15には指定席集合

広報・組織拡充委員会
運営 (HP含む）
委員
会
進歩・指導者養成委員
会

・9/28 菊章地区面接 浜松第７団 2名
・障害児ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ研修会2020年02月09日開催「ｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝのｽｶｳﾄに対する具体的な対応」
・10/15 スカウトコーステント類片付け
・10/11 スカウトコース時停電 トラブル対応←電源容量は少ないです
・かまど部に 薪あり（引佐2団から寄付あり）→自由にお使いください

障がい児スカウティング
太田山委員会
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

地区大会チラシ 各団配布済み、ＨＰアップ済み
スケジュール・・・前日11/9 16：30～設営
（各団 １名以上 本部設備 スタッフ参加願います・・・部門別設営者は 別途）
→野営行事で対応する
→集合場所地図は 各団に送付する

2019/11/10（ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ）

企画書（予算）・・・予算超過して居るが 予定とおり実施する
イベント広場 場面別レイアウト
家康くん・直虎ちゃんスタッフ（送迎 、主演２名以上、補助４名以上）募集
（浜松12団 保護者1名、14団 ＲＳ1名、19団 ＲＳ1名、指導者1名、保護者3名）
→ セレモニー実行委員会を 早急に行い 詳細を決める
緑の募金期間
地区として募金活動を実施した。（割当との差額 19，253 円）
毎年1月15日から5月31日
（場所 浜松駅前 日時2019/9/29：11：00～15：00）
および9月1日から10月31日
参加者：ＢＶＳ１４名、ＣＳ３９名、ＢＳ２２名、ＶＳ名、指導者保護者４９名
地区 緑の募金
「緑の月間」（4月15日から5月14日） 強調 募金集計：\71，047、10セント1枚、1セント1枚
→ 割当以上の募金の処理？
★地区負担分補填後、残り半分を県連へ送り、半分は来年度負担準備金とする。
参考事例：県内でBVSが二桁いる団は８ 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
個団です。この内、三島地区は３個団が二 浜松１４団：０１名→０２名 浜松１９団：０１名→ 引佐０２団：０２名→
地区 ＢＶＳを全団１６名以上に 桁です。取り組み事項を聞いたところ、地 浜名０１団：０５名→（０６名）9月入隊予定
区で年４回BVS合同集会を実施しこれに
湖西０１団：０１名→
体験希望者も招待しているそうです。
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）
・各団の財政的支援につながる企業連携の案内 電力会社変更・・取り組み自由
・ 子どもゆめ基金
案内 体験活動・読書活動の申請期間は10月1日（火）～11月12日（
・ニッセイ財団 「児童/少年の健全育成助成」 2020年度 11/25までに 静岡 県担当に申請
・浜松地区団規模別組拡視点分析＆改善の方向Ｈ31→提出 渋谷地区委員長
・維持会員維持会費入金のお願い
・合同研修＆年末懇親会 12/7～8 MOA大仁研修ｾﾝﾀｰ
県連役員、地区ｺﾐｯｼｮﾅｰ、県連運営委員、7000円。→参加希望 渋谷地区委員
長へ
・友情章申請（4/1～9/30）７名（12団２名、19団３名、浜名01団２名）提出を忘れてませんか
・2020年5月2日～5日WB実修所CS課程太田山で開催★参加者準備を！
・障害児ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ研修会2020年02月09日開催「ｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝのｽｶｳﾄに対する具体的
・県連１００周年記念事業★各団の歩みＡ４一ページ2020年07月末提出
・グリーンバンク報告 令和１年募金目標額：３,０００千円、実績：２,５３０千、
交付額１,４２３千円。令和２年目標：２,６００千円

日連
県連

県連 第四回理事会

第３回東海４県連盟
県連 合同野営大会
（略称：３ＴＣ）

2019/10/5 静岡県青少年会館

基本実施要項
ＳＨＱ：西部ブロック 浜松地区として 指導者4名（内2名は野営管理、2名はＲ
Ｓ・ＶＳ対応）ＲＳ2名
→各団1名はＳＨＱ要員 申請願います
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
本部員
申込方法 団申込書
８/６～８/１２
イベントページ
→申込書：2019/11 末 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
参加隊

青少年の家運営連絡会
2019/6/18 ,10/23、2020/2/18
議
ＷＢ研修所スカウトコー
県連
2019/10/11～10/14 太田山
静岡第７期
ＷＢ研修所課程別
県連
2019/10/27 静岡県青少年会館
静岡第７回
浜連

日連 ＲＣＪフォーラム２０１９
団委員実修所（第２教
日連
程）第２6期

10/23に次回会議
台風１９号の為 テントは乾燥できず－－－10/15 太田山委員会で撤収
参加者 浜松1団１名、14団１名、19団1名
（参加予定者：1団1名、12団1名、14団1名、19団1名 ）

2019/10/12～14 大阪府立少年自然の家 台風１９号のため 中止
2019/10/12～14 国立中央青少年交流
の家

浜松19団1名参加
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４：その他
地域
７／５，１１／２２
湖東中ふれあい講座
貢献
地域
青少年の家祭り
１１／１７（日曜）
貢献
地域 復泉会（くるみ）地域交流
１１／２４（日曜）11:00～13:00くらい
貢献 パーティー

ロープワーク応用 担当：（西村、浜松19団1名、その他）
てん茶 担当：杉山 副協議会長 スタッフ（受付：組拡委員会 スタッフ：？ ）
ミニハイク：担当 地区TT
５０００円 ★10/30参加締切

→参加希望者は 渋谷地区委員長へ

５：次回
2019/11/18：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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