2020 年(令和2年）７月度定例地区委員会
＊詳細は2020年度2020年７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）07月度定例地区委員会議事録
日時 2020年(令和2年）07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：「新しい活動のあり方」：地区委員会・・・常にオンライン参加が出来る運営とする（地区規約で 決定も可能になった）
(従来 定足数ぎりぎりの委員会が 多かった →事前の会議のＵＲＬを連絡します 参加願います）
１：地区活動報告と今後の予定及び依頼事項
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８月地区合同活動（8/8～8/14
内
太田山野営場）

7/26CS＋デンコーチ 紙すき体験(青少年の家） 9月3泊4日野営予定 青少年
の家
7/19 BVS船 7/26CS都田川
日連、県連のガイドラインに従って、6月から各隊集合型の隊集会実施
8/29体験会実施計画中(定員20名）
青少年の家、フィールドゴルフ＋シャーベット作り
6/20 ホタル狩りナイトハイクBVS・CS 7/12 BVS・CS組集会 BS班会議
7/19 BVS・CS 追跡ハイク BS 班ﾊｲｷﾝｸﾞ 団会議
6/20蛍観察BVS、6/21茶摘み体験CS、6/28ハイキングBS、7/11WEB会議VS、
7/19地図BVS、A型テントCS、7/26サイクリングBS、7/31ＬＦＭ(ラストフライデイ
ミーティング）団
欠席
欠席
「次世代のスカウティング」アンケート
提出先(地区）納期堀内コミ →県連 総務9/30
対象：地区コミグループ、ＴＴチーム、ユース委員（ユースメンバー）、
組織拡充・広報委員、地区委員長推薦若手指導者（上記Ｇ外 ５０歳以
各団一名お願いします！(ＤＬ ＯＫ）
・ＢＳ活動を歌で元気に、 リモート合唱企画（ＣＤでテンポを合わせる）
・COVID19対応 日連(2020/7/4指示）、静岡県連(2020/7/6指示）、
→具体的対応（静岡県連2020/6/16）
おうちスカウティング事例 https://www.outiscout.net
各部門別例が アップされており参考になる
・COVID19対応の特別措置 富士章対応 菊章隼章対応
ウルトラビーバー、スーパーカブ申請 紙→電子決裁（各団→地区コミ）
※各記念品漏れの可能性有り！！
2019地区大会以降 2020/7/20までの 対象者リストを 進歩委員会で作成し
ＣＳ、ＢＶＳ各部門に提示する
データ保管：進歩委員会（顕彰リスト管理）
WB研修所スカウトコース静岡第８期 ＭＯＡ大仁研修センター
WB研修所課程別研修 静岡県青少年会館
団委員研修所静岡第２８期 ＭＯＡ大仁研修センター
県定形外「ｽｶｳﾄｽｷﾙとことんﾏｽﾀｰ」 青少年の家
県連定型外「スカウトスキルとことんマスター」青少年会館 9/11〆
県連安全普及フォーラム 青少年の家
県連定型外「スカウトスキルとことんマスター」国立中央青年の家 10/19〆
第二回TT研究集会 三ケ日青年の家
2020/8/2 BVS合同隊集会予定（佐鳴湖）
→COVID19対応を入れた安全対策付き実施計画 地区コミに提出
カブリンピック ９月～１１月 最終競技は地区大会にて
８月地区合同活動：8/8～8/14 内で 各団が 太田山野営場を使用した活動実
施予定→COVID19対応を入れた安全対策付き実施計画 地区コミに提出
9～12：浜松12団ＢＳ、9日ＣＳ日帰り。13，14：浜松7団ＢＳ予定
・救急法講習会 9/26、27 農村環境改善センターを予定 定員20名(コロナウィ
ルス対策をとり実施） →技能章救急法挑戦者を優先する
27日の消防署講習は 実技基本のみ（＝普通救命の資格にはならない）
e-ラーニング は 受講者は うけさせる予定
・ベンチャースカウトフォーラム 各団で話し合った内容を確認中
8月中にまとめ→8/15申し込み 9/6 県連スカウトフォーラムで報告予定

9/20～21 ＲＣＪフォーラム２０２０ オンラインフォーラム
校・園長会でのボーイスカウト活
幼稚園、小学校 児童数等→各団連絡員に 2020/7/4配信済み
動理解の御願いとチラシ配布の
→期初に体験会を実施する際、5月には児童数が必要→2021実施
御願い→延期状態
引佐2団担当分は広報・組織拡充委員会にて2020/7/17検討したが
全範囲をカバーはしきれない→近くを対象としたい 7団：中川小、金指小、井
伊谷小 19団:伊目小、気賀小
団分析シート 各団 団の現状分 団にてインプットor西村まで連絡願います
（7/20時点未提出 浜名1団、湖西1団） →その後 内容確認 分析
団訪問予定・・・9月以降とする 団分析シートの分析確認は個別実施
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総務・野営行事委員会
事務局

浜松祭り駐車場奉仕→中止

会計

運
営
委
員
会

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

地区負担金 ７月末までに 地区口座に振り込み願います
(7/20時点未入金：湖西1団）
必要な委員会、コミグループには (7/8）仮払い実施 →9月、12月に仮決算
領収書の宛先等 注意
2020年度 たちばな原稿担当一覧 再掲載
変更して 連絡する（湖西1団ボーイ隊担当分→他の団）
BS講習会第607回（浜松東）11/22 青少年の家
BS講習会第610回（磐田） 12/13 磐田市向笠交流センター
BS講習会第612回（浜松） 2/21 青少年の家

コミュニティーモールinくるみ（バ
ザー）中止

太田山委員会

・２０２０春の整備 ６／２１ (参加者 全31名 うち 浜松地区16名）
ありがとうございました。結果
→ 薪置き場、常備薪（元倒木） 新利用申込書をお使いください
・２０２０秋の整備 2020/9/6実施決定 団1名ご予定願います

乃木広場
その他
２：協議・審議・検討事項

地区 2020年度地区大会

地区 ＢＶＳを全団１６名以上に

2020/11/01or11/8

※スカウト顕彰はみんなの前でやりたい が雨の場合 ３密を避けられるか？
※一般の人、感染を極度に恐れている人の目に 耐えられる やり方を行う必
要あり
←スカウト約１００名、指導者保護者ひよこ等２００名！！
←休校になっていないのに、屋外でのボーイスカウト活動を実施しないの
は？？
浜松地区単独地区委員会は実施する方向で準備する
ただし 2020年は一般へのPRは行わず 口コミでのみ 案内する
←不特定多数の参加では 3密対策、感染防止対策(アルコール消毒）が難し
会場：・アクトシティ アクトの森（音楽の森を主会場(セレモニ-））
・三ケ日青年の家
・Ｗｅｂ地区大会？←見ることが出来無い人が出れば？？？
実施の可否、会場決定は 8月地区委員会で行う
日程：2020/11/1 （団委員研修所 あり） ？
→11/8（浜松東 ボーイスカウト講習会は11/22となった）とする

４月追加登録数の多かった静岡２
浜松０１団：００名→
、浜松０７団：０５名→０６名
、浜松１２団：１７名→
７団松田団委員長談 再掲載
「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
浜松１４団：０２名→０３名、浜松１９団：０２名→
、浜名０１団：００名→
隊として独自のﾋﾞｰﾊﾞｰﾉｰﾄを作っ
て一緒に活動している。」
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
１０月１９日～２３日の太田山宿泊訓練予定 の確認も含め
渋谷地区委員長が 懇談会を こども園と相談する

３：その他連絡事項・確認事項
ボーイスカウト体験会
教育委員会後援
県連
県連 第３回東海４県連盟
合同野営大会
（略称：３ＴＣ）
県連 創立１００周年記念事業 事業期間
2019/4/1～2022/3/31

２０２０年度年間スケジュール→７/２０決定事項を入れ 改定する
9月地区委員会 9/21→9/14 （連休中、スカウトコース有り）
報告先：
★100周年団のあゆみ提出お願いします。
延期 （２０２４年）に決定 ＝NSJとNSJの中間
創立１００周年記念事業実施要項 再掲載
創立１００周年エンブレム注文4000円 8/7県連申込
１００周年記念起稿、著名人OB紹介依頼（市議会議長鈴木育男、商工会議所会
頭大須賀正孝等）

浜連 青少年の家運営連絡会議2020/6/16 ,10/20、2021/2/16、
2020/6/27、9/13、10/10、
浜連 青少年の家祭り（11/15 実行委員会
中止
11/14、2021/1/9
４：その他
地域貢献
５：次回
2020/08/17：農村環境改善センター/生活改善研修室
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