2020 年(令和2年）６月度定例地区委員会
＊詳細は2020年度2020年6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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2020年(令和2年）06月度定例地区委員会議事録
日時 2020年(令和2年）06月16日(火曜日） 20：15～21：15
場所 青少年の家・第一＆二研修室
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：
浜松第7団
団訪問：一回目：
浜松第12団
団訪問：一回目：
二回目：
各
団

二回目：
二回目：
・4月5月 各隊オンライン隊集会等を実施
・6月より集合型隊集会再開
6/13BS隊 6/14BVS隊 6/21CS隊

浜松第14団
浜松第19団

団訪問：一回目：
団訪問：一回目：

二回目：
二回目：

浜名第1団
湖西第1団

団訪問：一回目：
団訪問：一回目：

二回目：
二回目：

・05/30：保護者会（今後の活動説明、組拡広報の方法検討等）
・06/07：芋の苗植え
・06/20：蛍観察（奥山）
・06/21：茶摘み体験＆製茶工場見学（川根町）
欠席
欠席

地区コミッショナー
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新型コロナウィルス感染対応（静岡県連第9報：2020/6/4版） 配信済み
実施計画にCOVID19対応必要
青少年教育に関わる5団体（ＧＳ、ＢＳ、ＹＷＣＡ、YMCA、NCAJ）共同声明 配信
日本国内での青少年の健全な成長のための活動の火は消さない！！」
第１次補正予算「自然体験活動推進事業」公募 ：予算 ４．５億
応募意思表明は実施団体が自ら 文科省にメール 応募詳細６月１７日(水）ま
浜松地区ボーイ部門で申し込み
おうちスカウティング調査結果(SDGｓ関連 オンラインで実施例）
ボーイスカウト講習会(浜松地区担当）２０２０/５/１９→２０２１／２／２１

トレーニングチーム担当
ＢＶＳ
ＣＳ
'
ＢＳ
８月地区合同活動（日程未定）

８月地区合同活動を計画中／（案）いかだレース＠竜洋海洋公園
７月地区GB会議／GB訓練／班集会
『子供たちの心身の健全な発達のための子供の自然体験活動推進事業』企画
競争へ参加予定
・6月地区VS会議集合型、オンライン併用で開催予定
・救急法講習会 9/26、27を予定
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団担当

校・園長会でのボーイス
カウト活動理解の御願い
とチラシ配布の御願い→
延期状態

小・中校長会(180)、市立保育園(20),私立幼稚園(55)、市立幼稚園(60)、民間保
育園(100)。 計415 ←校・園長会は COVID19対応で 校外学習対応の余裕は
無い
→ せめて 郵送 で 依頼するには 郵送費のみで 34，000必要
各学校の人数調査も 体験会のためとしている
→継続は必要と考えるが、体験会が開催出来て居ない 方向は？
費用負担は 浜松東地区と どう分担する？
団訪問予定・・・希望日を団担当まで連絡願います

総務・野営行事委員会
事務局

浜松祭り駐車場奉仕→中止
地区負担金 ７月末までに 地区口座に振り込み願います
（７月地区委員会に持参可） 極力振込願います
今年度当初は 緑の負担金無し
研修費補助は TT担当への仮払いではなく、研修後申請とします→申請書改
訂
地区経費 領収書宛先は「ボーイスカウト浜松地区」宛 等 経費使用/報告
のガイドラインを作成して周知します
緑の負担金は 春に実施しなかったのは 県連報告済み(今回集金には含ま
秋の募金を実施出来れば 、実施分 県連に送金予定
2020年度 たちばな原稿担当一覧 再掲載
変更要(湖西ボーイ隊）
・4/26 隼章面接 （12団和合ベース）
・COVID19対応の特別措置 富士章対応 菊章隼章対応 （配信済み）
コミュニティーモールinくるみ（バザー）中止
※２０２０春の整備 ２０２０／４／１９→６／２１ 参加よろしくお願いします
２０２０／３月以降 ボーイスカウト関係宿泊は 無い が 一般利用者多し
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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
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２：協議・審議・検討事項
地区 2019年度地区委員会

三密リスクの低減検討

第三月曜日：農村環境改善センター（収容人数42）
第三火曜日：青少年の家（ホール150、第一+第二研修室80、食堂70）
→WEB会議用 NET環境 整備状況から 農協環境改善センターとする
（参加人数を見ると ソーシャルディスタンス確保可能）
地区 2020年度地区大会
2020/11/01（ソラモ＆ザザ＆Ａｎｙ）
05/19 下打ち合わせ・・８月末には 中止／実行の決断をする必要がある(チラシ配布
防災フェア(無期延期）
06/15 実行委員会 (無期延期）
（ボーイスカウト浜松連合会、ガールスカウト）・max １０００人 対象のイベントで ３密防止を徹底できるか？
(万一の感染リスクと 風評被害）
・浜松市(危機管理課）の後援が おりるとは思えない口頭(内定は貰っている）
・PRのための チラシ配布が １０月時点で可能か？
→合同活動は 今後実施したいので 延期（期限を定めず）とする
浜松地区としての地区大会は実施する（一般PRは行わず、口コミのみ）
・11/1、11/7 とも 浜名湖ガーデンパーク（屋外ステージ、イベント広場とも）
確保不可(他の予約有り）
雨天でも 表彰式が出来る会場、周りで 活動が出来る会場を 探す！！(担当
総務）
地区 ＢＶＳを全団１６名以上に ４月追加登録数の多かった
浜松０１団：００名→
、浜松０７団：０５名→０６名、浜松１２団：１７名→追加予定
静岡２７団松田団委員長談
浜松１４団：０２名→
、浜松１９団：０２名→
、浜名０１団：００名→
湖西０１団：００名→
順愛こども園の先生と懇談会「BVS獲得のﾋﾝﾄ？」→延期中
「幼稚園の年長からでは
遅い、当団は年中から
誘っている。ひよこ隊とし
正式入団は 小学1年だが (少なくとも体験会は）幼稚園年代対象にしなけれ
て独自のﾋﾞｰﾊﾞｰﾉｰﾄを
ば ほぼ新規入団はない？
作って一緒に活動してい
る。」
３：その他連絡事項・確認事項
２０２０年度年間スケジュール（2020／6／16時点）
ジャンボリー等大規模野営大会（対象年齢）
HPには ２０２０年度補助金受け付け見合わせ中
実施団には ９月から実施の 受付は可 との連絡あり
申請予定一覧 許諾？

通学合宿（静岡県）
ボーイスカウト体験会
教育委員会後援
県連 理事会

県連
浜連
浜連
浜連

浜連

(浜松１２団）小笠原妙香 SFH安全委員会委員→野営行事委員会副委員長
日連要請「ｷｬﾝﾌﾟ等の自粛」→確認（静岡県は三ケ日青少年の家等宿泊活動を
再開している。地域と連携した対応？）
→静岡県連としての 方針発表

★100周年団のあゆみ提出お願いします。
→６月末までに 直接 県連事務局に送付
第３回東海４県連盟
参加隊
延期 （２０２１年 or ２０２４年）
合同野営大会
２０２０年８月７日（金）から８月１２日（水）
（略称：３ＴＣ）
本部員
3ＴＣに 静岡100周年記念事業として参加？？？
８/６～８/１２
創立１００周年記念事業 事業期間
創立１００周年記念事業実施要項 再掲載
2019/4/1～2022/3/31
2019年度
2020/3/21～23
COVID19対応のため 延期？(中止？）
仏教章取得研修会
臨済宗大本山方広寺
第１５期年次総会
2020/6/19 青少年の家
（第二研修室）
協議会は、青少年の家の理念及び適切かつ利用者の視点を重んじた管理運
青少年の家運営連絡会議2020/6/16 ,10/20、2021/2/16、
営がなされるよう支援や助言を行うことを目的とする。
委員：ボーイスカウト１名（地区委員長）
２０２１年（令和３年）度施設利用の先行予約希望提出：7/15
★２０２１年（令和３年）度BS講習会 ５月１６日（日）
青少年の家祭り（11/15
2020/6/27、9/13、10/10、11/14、2021/1/9
中止決定
実行委員会
定時総会

県連

6/13（土）13:00～

6/13（土）14:30～

４：その他
地域貢献
５：次回
2020/07/20：農村環境改善センター/生活改善研修室
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