
＊詳細は2019年度2020年2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

日時
場所

・1/26 AM カブ・ビーバー スケート、 PM ボーイ 事前訓練
・2/8-9 １４団と合同、スキー訓練（有志）
・2/15-16 年プロ会議＆慰労会
・3/1　東大山桜祭り　ハイキング予定
･3/28　ウエルカブ　上進式
・団　2/9(日）資源物回収（毎月第２日曜）、3/12上進式（青少年の家）　緑の募
・BVS 2/16(日）野外活動フラワーパーク＋浜松市動物園
・CS 2/1スキーは雪不足の為中止、2/2(日）隊集会ゲーム・ラリー浜松市科学
館
・BS 2/8,9 月の輪キャンプ太田山、2/22～24地区キャンポリー太田山3/14,15
お別れキャンプ

・2/2　教会もちつき(費用　協会負担）
・2/8～9　スキー（白樺国際・浜松１団と合同）
・2/16 BP祭（入野協働センター）
・3/1 佐鳴湖ｸﾘｰﾝ作戦（佐鳴湖公園）

・1/31：LFM19（ﾗｽﾄﾌﾗｲﾃﾞｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）保護者６名、ﾘｰﾀﾞｰ団委員９名
　←今後　奇数月に実施してゆく　目標30名

・2/8&9：募集説明会　参加者：１家族（昨年：６家族）
←　非常に少ない　ショックである
・2/22～3/8：東大山桜祭り（団ﾌﾞｰｽ出展）予定
・3/15：団親睦ボーリング大会予定
地区委員長報告
2/11：浜松7団、12団、19団の情報提供⇒2/20までに結論を出すよう依頼。
　★地区委員長として浜松７団を推奨しました。（継続する方々全員でお世話に
なって親子でスカウティングを楽しんで元気を取り戻し新しい団を作って欲し
い。）
　★MUSTは一人でも多くのスカウトの継続。
→保護者の意思を優先する
→→　細江・引佐　に空白区ができる　どうするか大きな課題
・2/5（団委員会）結果
・2/23BP祭（舞阪図書館・町民の森）　体験会は実施しない
・3/15 ：カブ リスの道　対象 ビーバースカウト６名
・3/22 ：カブ 反省会（ハイキング）
・3/29 ：上進式

地区コミッショナー ・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　(参加者？）
・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）
　2/17現在申し込み2名
・ＣＳ実修所、スカウトコース、団運営研修所が　5月に予定されている

　事前課題があり　参加前に　トレーナー、コミッショナーのサインが必要
　指導も必要なので　参加予定者は　早め(3月中）に　コミに相談してください

ＢＶＳ 担当コミ　不在
ＣＳ

・2/22～24　地区キャンポリー（合同３TC事前訓練）＠太田山野営場
（参加予定：　スカウト４５名／指導者１３人）　月輪4名にも楽しめるように

・2020/3/8　10:00～12:00（静岡）ベンチャースカウトフォーラム(4名参加予定）

　13:00～16:00（静岡）国際交流報告会(２４ＷＳＪ参加報告　１２団村上）
・2020/3/21（土）～23　方広寺　宗教章取得研修会
（１２団ＢＳ２名、ＶＳ４名、１９団１名参加予定）

ＲＳ
2020/3/19～22　愛知ローバー-ムート2020案内あり
各団ＲＳに　連絡が付きません
　４月名簿更新後、アドレスデータを　近藤担当コミまで連絡願います
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　

2020 年(令和2年）2月度定例地区委員会

2020年(令和2年）2月度定例地区委員会議事録
2020年(令和2年）2月17日(月曜日）　19：30～21：30
農村環境改善センター・生活改善研修室

　１：地区活動報告と今後の予定及び依頼事項

各団

浜松第1団

 団訪問：一回目：6/25　団会議（済み）
　　　二回目：3/28上進式予定

浜松第7団

 団訪問：一回目：4/20（育成会総会）
　　　　　　二回目：12/20ｸﾘｽﾏｽ会（済

浜松第12団
 団訪問：
　　　一回目：7/15（ジャンボリーナイ
　　　二回目：2020/2/7団委員会（済

・2/１　冬季ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ体験会（青少年の家）25家族　2月BVS隊集会に3家族見
学予定
・2/13,14,15　通学合宿実施　全23名うち一般8名、スカウト15名

浜松第14団

 団訪問：一回目：7/28（済み）
　　　　　　二回目：12/22ｸﾘｽﾏｽ会（済

浜松第19団

 団訪問：一回目：7/2（団委員会）（済
み）

　　二回目：12/1年末家族お楽しみ会
＆体験会
　　　　　（済み）

引佐第2団

 団訪問：一回目：8/25（ＣＳ隊集会）
（済み）

　　　　　　二回目： 12/10（団委員会）
（済み）

　　　　　　三回目：01/14（団委員会）
（済み）

浜名第1団

 団訪問：一回目：7/27（済み）
　　二回目：２０２０年２月２３日 ＢＰ
(日程変更）団委員長帰国　2/15～22

湖西第1団

 団訪問：一回目：7/2　団訪問（済み）

　　　　　二回目：＊＊　団訪問は未定

･2/2　料理教室（スカウト4名）
・3/22：緑の募金およびハイキング予定
★　安士隊長が　入院→団訪問は　落ち着いてからとする
　　　　　　　　　　　　　　　また登録作業に地区の支援必要

コミッ
ショ
ナー
グ
ルー
プ 

      

トレーニングチーム担当

ＢＳ

ＶＳ

団担当

2020/2/27

西村

2020/2/18

渋谷

作成・確認
地区委員長 総務委員会

承認

1/3 ボーイスカウト浜松地区



総務・野営行事委員会 ･地区大会下見および今後報告
:　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
〔2020/2/18再訂正）
　　(消費税対応）
　登録料　送金通知書は　CDデータでは無く　こちらをお使いください
〔2020/2/18再訂正）
　次回地区委員会（３／１６）で　仮払い部門（各委員会、コミ）は　精算願いま
す。（領収書には　番号をつけ　会計帳簿とひも付けがわかる　会計帳簿を提
出願います）
　←３／１６以降も　出金の可能性のある部門は　個別相談
今後利用予定の無い部門は　早めに　精算願います

広報・組織拡充委員会
(HP含む）  

・たちばな　2020年度　担当予定　ご協力よろしくお願いします
　　原稿送付時の注意事項
・2/20　組拡委員会　開催、
　今年度体験会報告整理、来年度計画　教育委員会申請
・技能章考査員　　追加申請　　2月20日までに連絡の事
　浜松1団未申請
・2019年度スカウト顕彰市長訪問　3月25日　案内　各団の送付
　　　　　　　　　　　　名簿の確認(学校学年）　出欠
　2019年度富士章受賞者　県知事訪問　3月25日

障がい児スカウティング 欠席
太田山委員会 ・4月19日春の整備
乃木広場 特記事項無し（松葉の落ち葉が絨毯の敷詰まっており活動に最適です。）

その
他

　○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

　〇地区大会実施方法（浜松地区・浜松東地区）未定
　➡ 遠鉄鍛冶町ビル（ザザシティ北側）は使えない
　　　新館スカイテラスの無償使用は可能だが　通常稼働前、全員移動経路？
　　　　←2020/2/8下見結果　
　　参考：浜松東地区内　説明文
　→次回打ち合わせ：3/13（金）19:30～青少年の家
　参加：各委員会1名、コミＧ，事務局長、準備委員会メンバー

 浜松1団：10:30　浜松7団、浜松19団：時間自由

浜松12団：10:00　　浜松14団：11:00
　　　浜名1団：　午後　地区委員長に連絡、　湖西1団：　午後　地区委員長に連

 地区  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）につ

浜松1団：14団との合同活動で検討する、ＢＳは３ＴＣに向けて、ＣＳは今後
　協働センターの夏休みこども講座にコラボ　協働センター事業として体験会実
施予定
　　←体験会には大勢集まるが、入団はなし
　　←スカウト数が少なくなると　口コミも少なくなる

浜松７団：団会議で話すも　反応少なし
　　　　　　ボーイ１班、ＣＳ２組、５月に体験会予定
浜松12団：合同隊活動はＯＫ。体験会は　個別に実施する

浜松14団：浜松1団との合同活動は検討に入る。
　ＢＶＳ、ＣＳは一緒に活動している〔リーダーが少ない）
　2019年に2回体験会を実施した。秋の入団は０
教会のこどもは、フィリピン、ペルー、ベトナムが多く、日本人は少ない

浜松19団：ＢＶＳ1名、ＣＳ2組になりそう←合同隊集会を指向
浜名1団：ＢＶＳ-体験会中止←　リーダーが対応不能〔指導者高齢化）
　　ＣＳ　14名　自団活動したい
　　ＢＳ　1名　浜松12団で勝つそう、上進予定者は　活動継続したいが地元で
活動したい
　　ＲＳ　4名→2名指導者になって欲しい（他団で　指導者修行させたい）
　ＢＰ祭に合わせ　体験会を実施すると6名程度集まり　4名は入団していた
湖西１：　他団と合同活動は　地域的に難しい
　　　　　ＶＳは　学校が浜松であり　地区の活動に参加させたい
　　　　←〔地区委員長団）　愛知の団が近い、合同活動の希望があれば　取り
次ぐ

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
浜松１４団：０１名→０２名　浜松１９団：０１名→　　引佐０２団：０２名→
浜名０１団：０５名→０６名　9月入隊
湖西０１団：０１名→
2/28（金）19:30～20:30　順愛こども園の先生と懇談会「BVS獲得のﾋﾝﾄ？」　会
場：順愛こども園
　　ユニークな活動をしており、ＢＶＳ、ＣＳ活動の参考に　各隊指導者が参加し
て欲しい

運営
委員
会 

事務局   各団連絡済み

会計 

各団連絡済み

進歩・指導者養成委員会

２：協議・審議・検討事項

 地区 2020年度地区大会

2020/11/01　浜松/浜松東/ガールス
カウト浜松合同イベント（名称：募集
（メイン：ソラモ、サブ：ザザ中央広場、

 地区  2020年度登録審査会

 2020/3/1　農村環境改善センター
サークル室
10:00～15:00
地区：地区コミ、地区委員長、地区事
団：団委員長
  

地区  ＢＶＳを全団１６名以上に

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。
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 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　地区で一括購入
　浜松１，浜松7、浜松12、浜松14、浜松19、引佐２，浜名1、湖西1
←〔28日までに　小笠原会計に　枚数確定連絡）地区で　立替購入
　　3月地区委員会で　精算する（一枚400円）

日連  依頼文　　概要　　会場例　　担当者ＰＤＦ　担当者docx
 第３回東海４県連盟 第３回東海４県記念キャンポリー（３ＴＣ）
合同野営大会 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

　（略称：３ＴＣ）
　★浜松地区目標８５名！→各団プッシュ！！
　　ＲＳの活動の機会、ＲＳナイトもあり
　2020/2/8：野営長会議（名古屋国際センター）
　サイト名：とおとうみ（遠江）　サイト色：藤色〔昨年は紫）（少し薄い色にした）
今後：　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）

 浜連
 青少年の家運営連絡会
議

 次回　2/18

地域
貢献

順愛こども園 2020/10　昨年と同じく　太田山野営場で　宿泊訓練予定

浜松祭り奉仕
引佐2団　休団、浜松1団　5月連休指導者は各種研修で奉仕出来ない
→まずは　前年実績の奉仕予定→各団　準備願います

３：その他連絡事項・確認事項

 2020年度カーボンオフセットキャン

 県連

参加隊
 ２０２０年８月７日（金）から８月１２日

本部員

８/６～８/１２

5月3，4，5日

５：次回
2020/3/16　：農村環境改善センター/生活改善研修室：地区委員会
　　　4/20　：農村環境改善センター/生活改善研修室：地区協議会総会（各団団委員長、隊長、地区役員）

青少年の家祭り実行委
員会

 2020/1/18
青少年の家祭り　2020/11/15

  2019/6/18  ,10/23、2020/2/18

４：その他
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