2020 年(令和2年）1月度定例地区委員会
＊詳細は2019年度2020年1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

承認
地区委員長

作成・確認
総務委員会

渋谷

西村

2020/2/10

2020/1/31

日時 2020年(令和2年）1月20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：日連 大人・こども向け リーフレット 各団配布
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 団会議（済み）

・12/22 クリスマスナイトハイク実施

二回目：3/22/23/24地区キャンポリー？
浜松第7団

浜松第12団

浜松第14団
各団
浜松第19団

引佐第2団

浜名第1団

湖西第1団

・12/22 クリスマス会、2020/1/1 遙拝式：丸山緑地 1/12 スケート(CS中
心）
二回目：12/22ｸﾘｽﾏｽ会（済み）
・2/1 ひるがの高原 雪が無く スキー 中止
団訪問：
・12/22：年末助け合い・ユニセフ募金 （浜松駅前）
一回目：7/15（ジャンボリーナイト）（済 ・1/1：遥拝式 （浜北グリーンアリーナ）実施 92名参加
・1/11～13：スキー合宿 ＢＳ＋ＣＳ・ＶＳ （国立乗鞍青少年交流の家）53名
二回目：2020/2/7団委員会予定
参加
・2/１ 冬季ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ体験会（青少年の家）予定
団訪問：一回目：7/28（済み）
・12/22：クリスマスミサ
二回目：12/22ｸﾘｽﾏｽ会（済み）
・1/12 ｱｲｽｽｹｰﾄ（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ・浜松７団と合同）
・2/2 教会もちつき
・2/8～9 スキー（白樺国際・浜松１団と合同）
12団BVSも参加 保険：遠鉄バス 旅行保険
団訪問：一回目：7/2（団委員会）（済み）
・12/31：除夜の鐘付き（長楽寺）実施、1/1初日の出
二回目：12/1年末家族お楽しみ会＆体 ・2020/1/10～13：スキー訓練（妙高）実施 雪が少ない
（済み）
・1/31：LFM19（ﾗｽﾄﾌﾗｲﾃﾞｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）
・2/8&9：募集説明会
団訪問：一回目：8/25（ＣＳ隊集会）（済み） (地区委員長から状況説明）
二回目： 12/10（団委員会）（済み） ・来期団登録は行わない→休団
・保護者として こどもたちにはスカウト活動を続けさせたい
三回目：01/14（団委員会）（済み）
→地区内 受け入れ可能団、浜松1,7,12,14,19
団訪問：一回目：7/27（済み）
・12/22：クリスマス会
二回目：２０２０年２月２３日 ＢＰ祭、
・01/01：団 元旦ハイキング（湖西連峰 団活動）
(日程変更）団委員長帰国 2/15～22
・1/19資源回収（舞阪町仲町地区）団活動
・1/19新年会VBS/CS（昔の遊びを体験 ： 舞阪協働センター）
・2/5（団委員会）
・2/23BP祭（舞阪図書館・町民の森）
団訪問：一回目：7/2 団訪問（済み）
(西村団担当コミ から状況説明）
二回目：＊＊ 団訪問は未定
・スカウト3名で 継続登録予定
団訪問：一回目：4/20（育成会総会）（済み）

・2019/1/19 13:30～15:30 （静岡）・Facebook活用講座 応募締切～1/12
地区コミッショナー

・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
・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）
← デンリーダーが組集会をできるように！

トレーニングチーム担当
ＢＶＳ
ＣＳ
コミッ
ショ
ナー
ＢＳ
グ
ルー
プ

・1/19 地区スカウト会議 各団スカウト27名参加
・1/26 地区スカウトスキル訓練＠１２団和合ベース
・2/22～24 地区キャンポリー（合同３TC事前訓練）＠太田山野営場
月輪スカウトも参加する
・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
3名参加予定
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

ＶＳ

高校1年に 地区活動に参加して欲しい
2020/3/19～22 愛知ローバー-ムート2020案内あり
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

ＲＳ
団担当
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ボーイスカウト浜松地区

総務・野営行事委員会
: ２０２０年度 登録について 一覧サイトはこちら
登録諸費納入計算書 は CDデータでは無く こちらをお使いください
(消費税対応）が 当初計算書は違っていた

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

・たちばな 2020年度 担当予定は未定、県連にプッシュする
・技能章考査員 申請について
浜松1団のデータ未提出
・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」
・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
・特記事項なし

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

2020/11/01 浜松/浜松東/ガールスカウト 参加する
浜松合同イベント（名称：募集中）
○イベント名（仮称）ボーイスカウト＆ガールスカウト防災フェア 2020
（メイン：ソラモ、サブ：ザザ中央広場、Any）
〇 テーマ （防災関連）
地区 2020年度地区大会
〇地区大会実施方法（浜松地区・浜松東地区）？
遠鉄鍛冶町ビル（ザザシティ北側）及び新館スカイテラスの無償使用は可
→実行委員会・準備会
2020/3/1 農村環境改善センター サーク 浜松1団、浜松7団、浜松19団：時間自由
10:00～15:00
浜松12団：10:00 浜松14団：11:00
地区 2020年度登録審査会
地区：地区コミ、地区委員長、地区事務局 引佐2団：休団
浜名1団：個別確認
団：団委員長
湖西1団：個別確認
団委員長ラウンドテーブ
地区衰退を食い止めるには？（地区委員長案：合同隊集会・合同体験会）
２／１６、１８，１９，２０のどこかで
地区
ル
2/17地区委員会で検討する(その後 団委員長ＲＴ 日程決定）
参考事例：県内でBVSが二桁いる団は８個 浜松０１団：０１名→０２名 浜松０７団：０６名→０７名 浜松１２団：１５名→
団です。この内、三島地区は３個団が二桁 １７名→２０名
地区 ＢＶＳを全団１６名以上に です。取り組み事項を聞いたところ、地区で 浜松１４団：０１名→０２名 浜松１９団：０１名→ 引佐０２団：０２名→
年４回BVS合同集会を実施しこれに体験希 浜名０１団：０５名→０６名 9月入隊
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

第３回東海４県連盟
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

GHQ：地区から医療関係者の推薦依頼あり
サブキャンプ配置、レイアウト、場外プログラム案 イベントにＷＥＢアップ
2020/1/18 ３ＴＣ実行委員会
大会規模３５００⇒３０００人に改定（３０００はキープしたい！）。
★浜松地区目標８５名！→各団プッシュ！！
今後： 2020/2/8：野営長会議（名古屋国際センター）
5/16～17（日）：野営長会議（現地：下見希望者募集予定）
5/31（日）：隊長説明会（PM名古屋都市センター） 1団河合、12団田
中が参加
第７回実行委員会 参加人数８０８人（前年８６５人）
★体験を提供するブースの出展を増やしたい！（各団体もっとピーアールＯ
Ｋ！）

県連

青少年の家祭り実行委
員会
浜連

２０１９年度年間スケジュール（2020/1/20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）
★オーストラリア火災への寄付について
各団 何枚購入か 地区に連絡→地区で一括購入
基本実施要項 プログラム大綱
プロモーションビデオ（静岡県目標まであとわずか）
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
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

2020/1/18
青少年の家祭り 2020/11/15

青少年の家運営連絡会
?2019/6/18? ,10/23、2020/2/18
議

次回 2/18

４：その他

５：次回
2020/2/17：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

