2019年(令和元年）11月度定例地区委員会
＊詳細は2019年度2019年11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）11月度定例地区委員会議事録
日時 2019年(令和元年）11月18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:
地区委員長の話
台風19号 最大900mm/24時間 降った、都田川は 690mm/24時間 で氾濫する→「そなえよつねに」の精神で 水防対応 が必要
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）
・11/17 浜松19団と豊橋未来館 実施
浜松第1団
二回目：***
・12/8 CS・BVS ミカン狩り予定 ・12/22 ｸﾘｽﾏｽﾅｲﾄﾊｲｸ後クリスマス会予定
団訪問：一回目：4/20（育成会総会）（済み）
浜松第7団
二回目：12/22ｸﾘｽﾏｽ会予定
・12/22 クリスマス会 18:30～ スタンツ
団訪問：
・10/26秋の体験会 （焼き芋、ミニハイキング） 25家族参加→3家族継続案内
浜松第12団
一回目：7/15（ジャンボリーナイト）（済み）
・11/3 ５６周年記念式典、総会 実施 ・11/17，18ＢＳ隊集会（体験者あり）
二回目：12/18(団会議）予定
・12/１ 団親睦ボウリング大会 予定
団訪問：一回目：7/28（済み）
・12/1 静光園（老人ﾎｰﾑ）清掃奉仕 12/15 ｸﾘｽﾏｽﾘｰｽ作りとｹｰｷ作り
浜松第14団
二回目：12/22ｸﾘｽﾏｽミサ予定 ・12/22：クリスマスミサ(9:30～、ｸﾘｽﾏｽ会10:30～12:00）
団訪問：一回目：7/2（団委員会）（済み） ・11/16：臨時育成会総会、懇親会
各団 浜松第19団
・秋上進に変更・奇数月最終金曜に保護者会実施・1月、8月に会費徴収
・12/1：ボーイスカウト体験会（手作りおもちゃ遊び、餅つき、ミニ運動会） 伊佐見協働ｾﾝﾀｰ
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）（済み） 欠席
引佐第2団
二回目：12/10 予定
団訪問：一回目：7/27（済み）
・11/24：BVS/CS隊 スケート
二回目：２０２０年２月１６日 ＢＰ祭、体験会（予定）
・12/08：BVS/CS隊 料理大会
浜名第1団
・12/22：クリスマス会
・01/01：団 元旦ハイキング（湖西連峰 梅田親水公園-神石山/下山後しるこ）
ボーイ隊1名の為 浜松１２団で活動開始、現クマも 浜松１２団ｓｗ活動予定
団訪問：一回目：7/2 団訪問（済み）
湖西第1団
二回目：
地区コミッショナー
WB課程別研修静岡第７期
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トレーニングチーム担当

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（参加浜松1団3名、浜松12団4名、浜松14団2名）
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第３回東海４県記念キャンポリー（３ＴＣ）申込〆切 11月28日 12/13予納金集金
（GHQ、ＳＨＱ、参加隊とも 団で取りまとめて 中嶋副コミに名簿連絡）
集金（団としては 11月末名簿と同時集金し 中嶋副コミに手渡し）
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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・隊審査を説明]）
カテゴリーＣ・Ｄ団 支援策実施
10/27 静岡県青少年会館 （参加者：1団1名、12団1名、14団1名、19団1名 ）

プ

浜名1団ＢＳ→浜松12団で活動、浜名1団団行事には参加、浜名ＢＳ指導者育成が課題

ＶＳ
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団担当

11/3 吹奏楽野外演奏会 （四ツ池） 浜松地区奉仕、ＶＳ（浜松12 １名）指導者 2名
11/13 スカウトと社会をつなぐ場所「ライフネット生命」
ＲＳの横のつながりを促しているが、動いていない
湖西１団管内の高校生受験対応中 （スカウト以外への地域個別支援）
活動中の保険は 参加個人で対応する、
謝礼としての地区への寄付？(例：ボーイスカウトのサポーター）
団訪問予定・・・検討結果と議事資料として掲載

総務・野営行事委員会
事務局

・地区大会反省は協議事項内
※地区大会の参加者を事務局で集計した

会計
広報・組織拡充委員会(HP含む）
進歩・指導者養成委員会

12月地区委員会にて 仮決算（＝領収書および明細 会計に提出）
・たちばな、1月号 担当 浜松1団 指導者 11/29締切
・技能章考査員名簿が 各団推薦者全員に認定書が来ていない→追加申請
・浜松地区 2020年度ボーイスカウト講習会 2020年5月17日に決定
・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」
来年度 春の整備 2020年4月19日(第3日曜日 一日)とする
秋の整備 2020年9月6日（第１日曜日 半日）
・薪置き場 ・砂防ダム ・岩の広場ポール塗装？
・特記事項無し

441名参加(内訳：スカウト関係者約320名(内スカウト144名）、一般122名（内児童72名））
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障がい児スカウティング
太田山委員会

乃木広場
その他
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２：協議・審議・検討事項
2019/11/10（ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ）
静岡新聞（2019/11/13掲載）
浜松ケーブルテレビ（2019/11/14放送）

地区 2019年度地区大会

評価/反省（来年に繋げるために） 2020年度の時間場所は 2020年2月には決定する
・総務・野営行事委員会：
・会場決定が遅く、野外ステージを確保出来ず、イベント広場となった
→机、イス等備品を太田山で確保した ブース等 前日の設営が必要となった
・晴れ・無風に恵まれ 各ブースが一覧 出来 大盛況→来年の会場？
・各ブース 全体図の掲示が無く 一般客にはどこで 何をやっているかわかりにくかった
・田中先生が当番医のため 救護所に医師を確保出来なかった
→複数の奉仕可能医師の確保or地区奉仕看護士明確化
・事務局：家康くん、直虎ちゃんを迎え、楽しんでもらえたと思われる
・会計：会場費（野外ステージ8，200円→イベント広場 16，000円）
記念品？
・広報・組織拡充委員会：チラシ6，000枚、当日イベント勧誘
事前申し込み大人15人子供20人当日大人34人子供53人計122人
1団3件、7団5件、12団1件、14団9件、19団18件、湖西2件→各団にてフォロー
チラシの受付終了時間が遅かった カードにゲームの内容を具体的に記入
・進歩・指導者養成委員会：
・ｺﾐｯｼｮﾅｰｸﾞﾙｰﾌﾟ：受付終了時間と 各コーナー終了時間がマッチしておらず
想定以上の参加者で 材料が無くなり コーナーを終了したところが多く
ぎりぎり受付して 参加出来るところが一つしか無い 事態になった
→受付終了は もっと早くする必要あり

・その他：ＢＶＳ～ボーイ134名、知人友人12名、一般参加児童73名合計219名
←想定 200名をオーバー →→参加シール、コーナー材料不足
総参加者 416名←想定 450名（記念品数）で収まった
参考事例：県内でBVSが二桁いる団は８ 今月新規追加はなし
個団です。この内、三島地区は３個団が二 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
桁です。取り組み事項を聞いたところ、地 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
区で年４回BVS合同集会を実施しこれに 浜名０１団：０５名→（０６名）9月入隊予定
体験希望者も招待しているそうです。
湖西０１団：０１名→
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年度浜松地区委員会年間計画 レビュー（2019/11/18）時点
・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
・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
県連 第四回理事会
2019/10/5 静岡県青少年会館
体的な対応」
・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
・賀詞交換会2020年01月11日(土)17:00～ ﾎﾃﾙｱｿｼｱ静岡 6500円 申込締切12/7
→参加希望 渋谷地区委員長へ
参加隊
第３回東海４県連盟
基本実施要項
２０２０年８月７日（金）から８月１２日（水） 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ＲＳ・ＶＳ対応）Ｒ
合同野営大会
県連 （略称：３ＴＣ）
本部員
→各団1名はＳＨＱ要員 申請願います
８/６～８/１２
→申込書：2019/11/28 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
浜連 青少年の家運営連絡会議 2019/6/18 ,10/23、2020/2/18
４：その他
地域貢献
湖東中ふれあい講座
地域貢献
青少年の家祭り

７／５，１１／２２
１１／１７（日曜）

ロープワーク応用 担当：西村他 （浜松12団1名、浜松7団1名、浜松19団1名、元浜松12団
お茶席 担当：杉山 副協議会長 スタッフ（受付：組拡委員会 スタッフ： ）
75名入席 高校生ボランティア2名が受付手伝い
全体参加800人程度（計画より少なかった） ミニハイク：担当 地区TT(来期計画書必要）

５：次回
2019/12/16：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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