2019年(令和元年）12月度定例地区委員会
＊詳細は2019年度2019年12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）12月度定例地区委員会議事録
日時 2019年(令和元年）12月16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: ２０２０年度 登録について
日連各種書式 セーフ・フロム・ハーム登録前e-ラーニング（ローバースカウトおよび指導者） 登録申請書式
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：*** 団訪問は未定
団訪問：一回目：4/20（育成会総会）（済
浜松第7団
二回目：12/22 ｸﾘｽﾏｽ会 予定
団訪問：
一回目：7/15（ジャンボリーナイト）（済
浜松第12団
二回目：＊＊ 団訪問は未定
浜松第14団
浜松第19団
各団
引佐第2団

浜名第1団

湖西第1団
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・12/22 クリスマスナイトハイク予定

・12/8 三方原協働センター祭り参加(餅つき等）
・12/22 クリスマス会、2020/1/1 遙拝式 1/12 スケート(CS中心）
・12/１ 団親睦ボウリング大会 実施 69名参加
・12/22：年末助け合い・ユニセフ募金 （浜松駅前）予定
・1/1：遥拝式 （浜北グリーンアリーナ）
・1/11～13：スキー合宿 ＢＳ＋ＣＳ・ＶＳ （国立乗鞍青少年交流の家）
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
二回目：12/22ｸﾘｽﾏｽ会予定
・12/22：クリスマスミサ 9:30～ミサ 10:30～食事会(団訪問）予定
団訪問：一回目：7/2（団委員会）（済み） ・12/1：ボーイスカウト体験会実施（４家族、子供５名）
二回目：12/1年末家族お楽しみ会＆体 ・12/31：除夜の鐘付き（長楽寺） その後 初日の出を見る 予定
(済み）
・2020/1/10～13：スキー訓練（妙高）
(地区委員長から 状況報告）
団訪問：一回目：8/25（ＣＳ隊集会）（済
・杉山きよこさん サポート ・リーダー間の考え方の齟齬があり 活動停滞して居
る
（団キャンプ、体験会 実施できず）
二回目：12/20 済み
・2020年度 現指導者5名中2名 非継続予定→新規指導者 急務（・経験者・保護
者）
← スカウト保護者からは 継続させて活動を継続したい希望あり（地区として 支
援継続）
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 ・12/08：BVS/CS隊 料理大会
・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）
西村が 状況チェックを行う
二回目：
・11/17 浜松青少年の家祭り奉仕（スパイダーウェブ、暗夜行路等）
・12/14セーフフロムハームセミナー 農村環境改善センター実施(参加者24名）
・11/24～・メッセンジャー・オブ・ピース記章の制服への着用
・12/02～・2020年度登録前研修（eﾗｰﾆﾝｸﾞ）全指導者及びﾛｰﾊﾞｰｽｶｳﾄ
・12/06～・全国募金箱調査 協力依頼
・12/09～・３ＴＣ大会ソング作成プロジェクト 応募締切～1/7
・2019/1/19 13:30～15:30 （静岡）・Facebook活用講座 応募締切～1/12
・2020/02/09 13:30～16:00 （静岡）・発達障がい児ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ研修会 申込締切～1/31
・2020/03/01 10:00～15:00 農改センター ・令和２年度 登録審査
→事務局で 施設が予約可能になり次第 場所を予約し
団審査割り当て時間を 各団に通知する
・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 9名：内訳？ 浜松12団3名）
・12/19、1/16 青少年の家 UTAKEN
・2020/3/8 青少年の家 ﾃﾞﾝﾘｰﾀﾞｰ研修会（託児対応あり）
・3ＴＣ予備申し込み済み（詳細 下記確認事項）
・12/14 青少年の家 浜松東・浜松合同クリスマス会
・2020/3/8 10:00～12:00（静岡）ベンチャースカウトフォーラム
13:00～16:00（静岡）国際交流報告会
・2020/3/21（土）～23 方広寺 宗教章取得研修会
→申込書をWEBアップする

ＲＳ
団担当

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）
団訪問予定・・・日程・内容 上記各団で決定、浜松1団、浜松12団、湖西1団は後日決定
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総務・野営行事委員会

・2020年度 登録関係 各種資料 CDで配付
団名簿は2019年度名簿を添付してある
欠席団には 郵送する
・日連・県連 表彰（ex. 有功賞、特別有功賞）申請は 名誉会議 2020/1/9 青少
年の家
で実施する以前 に事務局宛 送付
12月仮決算：BVS分は後日（小笠原会計に 小林浜松1団団委員長から 送付）
2019年度の 投稿はすべて終了しました
2020年度もよろしくお願いいたします
・技能章考査員 申請について
技能章考査員資格最新版を 各団に配送します（WEBにもアップ予定）
浜松1団引佐2団は 追加申請がありませんが、ほかの団も まとめて県連に申
請します
・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
・冬場の水道管凍結対策として、キャンプ場への水道管は水抜きをします
・特に無し

事務局
運
営
委
員
会

会計
広報・組織拡充委員会
(HP含む）
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
乃木広場

その
他
２：協議・審議・検討事項
2020年新年会
2019年度地区大会

計画では 1/10要検討
2019/11/10（ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ）

新年会は行わず、年度末会を開催する
注：例年 第２日曜だが 2020/11/7～8（県連TT研究集会）
第３日曜
2020/11/15（浜松市青少年の家祭り）
2020/11/01？（ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸは開催不能） →ガーデンパーク10/25、11/29が可能か確認する
地区 2020年度地区大会
(西村注：10/25は×、11/29は○・・2019/12/29確認）
※ 浜松東地区から 2020/１１／１ ソラモでの共同開催の申し出あり
→12/23 打ち合わせ
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→
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
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。
その後 追加申請の団なし
３：その他連絡事項・確認事項

県連 第五回理事会

県連

浜連

第３回東海４県連盟
合同野営大会
（略称：３ＴＣ）

青少年の家運営連絡会
議

2019/12/7 MOA研修センター

２０１９年度年間スケジュール（2019/12/16時点）
２０２０年度 県連・日連・浜松地区年間スケジュール案
２０２０年度 年間スケジュール案（2019/12/14時点）
県連ニュース201912月
日連通達 冬の活動安全
・県ｺﾐｯｼｮﾅｰ方針を受け、各委員会が事業実施。
★現状カテゴリーから１UP
・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！
・県連１００周年記念スカウト像ピンバッジ作成（1000円、500個）1/11～5/末
・日連維持会員会費入金のお願い
・写真コンテスト、募集チラシコンテストへの応募を！
・後援会「地域と共にスカウトを育てる」千葉県連盟ｺﾐｯｼｮﾅｰ 片寄 朗 様
体験会 年4回行っているが、入団勧誘は行わず、入団が無くても気にしない
→地域奉仕と認識している

・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
参加隊
基本実施要項 プログラム大綱
２０２０年８月７日（金）から８月１２日（水）
プロモーションビデオ（静岡県目標まであとわずか）
本部員
第３回東海４県記念キャンポリー（３ＴＣ）予備申込11月末12/13予納金集金
８/６～８/１２
参加隊 スカウト49名、指導者17名、ＳＨＱ6名、GHQ6名、未定1名 計79名
大会ソングプロジェクトメッセージ募集
応募方法
2019/6/18 ,10/23、2020/2/18

４：その他
地域
11/22（金）
湖東中ふれあい講座
貢献
地域 復泉会（くるみ）地域交流
11/24（日曜）11:00～13:00
貢献 パーティー

次回 2/18

ロープワーク応用 担当：（浜松7団1名、浜松12団2名、浜松19団1名、その他1名）
表彰状、以下同文無し（理事長全数チェック）

５：次回
2020/1/20：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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