2020 年(令和2年）8月度定例地区委員会
＊詳細は2020年度2020年8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）08月度定例地区委員会議事録
日時 2020年(令和2年）08月17日(月曜日） 19：30～21：20
場所 農村環境改善センター/生活改善研修室
今回、参加人数がギリギリでした、これ以上減ると地区委員会が成り立ちませんので
Web参加も含めご理解ご協力をお願い致します。
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）
7/20以降浜松COVID19クラスター発生、8/17時点 落ち着いているが 毎日 市内新規感染者 数人有り
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：
二回目：
7，8月団活動出来ず。7/26 CS隊紙すき体験
保護者の意見により、８月のビーバー(ザリガニ釣り)カブ(カヌー訓練)の隊集会
は中止、カブ隊は椅子作りの組集会のみ実施。
浜松第7団
団訪問：一回目：
二回目：
ボーイ隊の8/13,14太田山キャンプは実施。
9/5,6の団キャンプ(久留米木小跡)は9/5のみの1dayキャンプに変更(ハイキング
とスタンツのみ)
BVS隊、CS隊合同企画「隊長からの挑戦状」ポイント謎解き宝探し
BS隊 保護者の意見をまとめ、1泊2日の野営を実施、ソロテント、食事もソロ
浜松第12団
団訪問：一回目：
二回目：
VS隊 各隊への奉仕を企画し実施
各団
団 8/29 体験会実施予定
8/8 CS隊太田山、8/9BS隊太田山デイキャンプ
浜松第14団
団訪問：一回目：
二回目：
8/15 隊長・副長オンライン会議（団WEB会議トライアル）
8/30 団会議WEB会議 予定（Zoom使用）
7/31ＬＦＭ団（web）、8/8CS釣り→BBQ→水遊び中止、web集会メイン
浜松第19団
団訪問：一回目：
二回目：
9/19，20 団キャンプ「森と未来を創ろうｱｻﾋﾋﾞｰﾙ&ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ」コンテストPR動画
作成予定(泊まり有無検討中）
浜名第1団
団訪問：一回目：
二回目：
欠席
湖西第1団
団訪問：一回目：
二回目：
欠席
地区コミッショナー
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８月地区合同活動（8/8～8/14
内
太田山野営場）

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
・救急法講習会 9/27 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）
→8/9申し込み期限だが 今のところ申し込みは無い
→8/31 納期で 再案内し 実施の可否を決定する
・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
8/16 地区VSオンライン会議 地区代表 浜松12団 石野 決定
県連フォーラムにオンラインで参加する

ＶＳ

ＲＳ
団担当

「次世代のスカウティング」アンケート 提出先(地区）納期 →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歳以下）
各団一名お願いします！
改めて 指名し アンケート提出願います
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）→中止

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
動理解の御願いとチラシ配布の
御願い→延期状態

団分析シート 未提出（浜名１団、湖西１団） このまま 提出する
団訪問予定・・・各団の活動状況をヒアリング
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総務・野営行事委員会
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浜松祭り駐車場奉仕→中止

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

・スーパーカブ、ウルトラビーバー 各部門担当に 一覧送付済み
(認定証、記章等 部門で確認する）
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
乃木広場
その他

・２０２０秋の整備 2020/9/6実施決定 団1名ご予定願います
連絡無し

２：協議・審議・検討事項
地区 2020年度地区大会

2020/11/8 会場：第一候補 アクトシティ アクトの森（音楽の森を主会場(セレモニ-））
※スカウト顕彰、部門別イベントは実施したい！
※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）が難しい
日程：2020/11/8 実施する（ただし 活動自粛となった場合、スカウト顕彰を
個別に実施し、ビデオクリップにして配信する
ワイヤレスマイク・スピーカーセット (無線マイク2本＋有線マイク1本）￥70，800
マイクスタンド ￥2，380
購入する（総務 西村担当） （注：地区大会予算 7万、会場費 無料）
（注：地区大会では 浜松東地区の セットを借用して居た
マスクをして居ると 聞き取りにくく、 ソーシャルディスタンスを取ると 会場が
広くなる
→今後 体験会等での 利用が増えると思われる）
文部科学省が取り組む全国的事業（野外体験活動 ～2021年03月31日）
日連受託「普段のスカウト活動に体験参加」（全国117会場、静岡38、浜松地区
3）
出来れば 旧引佐2団エリア、湖西エリア ＋１ 団の合同で実施したい
★委託経費（RSへの支援）、学校・教育委員会へのｱﾌﾟﾛｰﾁ
Googleから無償提供 ★メール、資料共有（容量上限なし）、ビデオ会議の利用
【地区として ビデオ会議、データバックアップで使えそうなので 事務局で申し込
む】

地区 備品購入

日連

日本連盟「ボーイスカウト
と遊ぼう！ワクワク自然
体験遊び」(仮称)の実施
について

日連

団・地区へのグループ
ウェアの提供について

地区 ＢＶＳを全団１６名以上に

特に無し
特に無し
全団 2020年度分担金 納付済み 。
2020年度 たちばな原稿担当 161号 湖西→浜松12団、
162号 浜松12団→ 順次変更連絡

静岡地区
浜松０１団：００名→
、浜松０７団：０５名→ 06名 、浜松１２団：１７名→
年中を BVS隊に参加させる例
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 浜松１４団：０２名→０３名(県連データは4名 確認要）、浜松１９団：０２名→
象にしなければ ほぼ新規入団 、浜名０１団：００名→
はない？
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
(注：2020/10/19から23 太田山舎営 訓練予定）

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 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（2020／7/9時点）
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。
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
2020/09/14：農村環境改善センター/生活改善研修室
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