2020 年(令和2年）9月度定例地区委員会
＊詳細は2020年度2020年9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
2020年(令和2年）09月度定例地区委員会議事録
日時 2020年(令和2年）09月14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、欠席者からの委任状提出がありませんでした
Web参加も含めご理解ご協力をお願い致します。
１：地区活動報告と今後の予定及び依頼事項
団訪問：一回目：
浜松第1団
9/19団キャンプ訪問
二回目：
浜松第7団

浜松第12団
各団
浜松第14団

浜松第19団

浜名第1団
湖西第1団
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西村

2020/9/20

2020/9/18

8月活動出来ず
9/19，20，21 団キャンプ予定

「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研修所スカウトース奉仕
WB研修所課程別研修 奉仕（）
団委員研修所 奉仕（）

トレーニングチーム担当
ＢＶＳ
ＣＳ
ＢＳ

作成・確認
総務委員会

団キャンプ(久留米木小跡)は9/5のみの1dayキャンプ
団訪問：一回目：8/22団委員会訪問 8/27CS隊 釣り
二回目：
浜松7団としての新型コロナ対策公開
http://bshamamatsu7.boy.jp/siryou/corona7dantaisaku202009.pdf
BVS隊、8月オンライン隊集会 9/20ハイキング予定
団訪問：一回目：
CS隊 8月オンライン隊集会 9/26ナイトハイク予定
10/4入隊上進式訪問予定
BS隊 8月9，10 太田山野営（ソロテント）、9/12 浜名湖一周サイクリング
二回目：
VS隊 9/19日 上進スカウト歓迎、テーブルマナー研修隊集会予定
団 8/29 体験会実施、10/11体験会予定
団訪問：一回目：
9/13 スカウトの日 ゴミ拾い
9/20 団キャンプ訪問
9/19，20 団キャンプ予定
二回目：
8/28 日連から年長女子体験希望の連絡あり
日連HP の団紹介で 詳細(写真4枚）が入って居るのは浜松7団と19団のみ
団訪問：一回目：
9/19～21 団キャンプ BVS、CS日帰り、BS一泊
9/20団キャンプ訪問
「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、
二回目：
秋上進に移行。
9/25 LFM 口コミ協力依頼
団訪問：一回目：
二回目：
欠席
団訪問：一回目：
二回目：
欠席

地区コミッショナー

コ
ミ

承認
地区委員長

'

カブリンピック ９月～１１月 最終競技は地区大会にて
・救急法講習会 9/27 農村環境改善センター 定員20名(密を避ける）
AEDの使い方、心肺蘇生法の講習は 静岡県感染レベルが下がらないと実施
出来無い
AEDの使い方はe-ラーニング、(総務省）を前もって受講しておくこと
心肺蘇生法講習は 後日実施

ＲＳ
団担当
団訪問予定 9月10月予定調整
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総務・野営行事委員会 浜松祭り駐車場奉仕→中止
事務局

特に無し
特に無し
仮払い部門、委員会 は9月度仮決算。領収書
と会計帳簿（領収書番号入り）を9月地区委員会時に会計に提出済み

会計

運
営
委
員
会

地区大会費用 10/11までに各部門・委員会予算書 が提出されれば 10/14地
区リーダー会時に 仮払い可能
「たちばな」１６２号（１月号）原稿を湖西１団に依頼済（今年度最終分）

広報・組織拡充委員会(HP含む）

BS講習会第607回（浜松東）11/8 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） 2021/2/21 青少年の家
・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）
地区大会時紹介は 9月末までの認証者 →紹介名簿 10/14確認する

進歩・指導者養成委員会

障がい児スカウティング

コミュニティーモールinくるみ（バ
ザー）中止
・２０２０秋の整備 2020/9/6実施結果 参加 全27名 (内 浜松地区 10名）
引佐窯 付近 にサンダルの忘れ物有り

太田山委員会
乃木広場
その他

連絡無し

２：協議・審議・検討事項

地区 2020年度地区大会

日本連盟「ボーイスカ
ウトと遊ぼう！ワクワク
日連
自然体験遊び」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

企画書
会場：アクトの森（音楽の森を主会場(セレモニ-））
※スカウト顕彰(セレモニ-）音楽の森 担当 総務、VS 下見・会場打ち合わせ
９/２０ 15：00～
部門別プログラム
BVS ソーシャルディスタンスゲーム (太陽の広場） 午前中に終了
2020/11/8
下見 １０/１１ 午前中のみ
CS ガブリンピック第３段ソーシャルディスタンスゲーム 昼食は個別弁当
(音楽の森） 下見 １０/１０
BS ハイキング 謎解き(暗号・観察）ゲーム（市内 解散浜松城公園）
下見 １０/３
実施計画 地区コミ提出 10/14までに、 予算書 各部門会計で作成
実行委員会：9/23 19：30～ 農村環境改善サンタ- 生活改善研修室
・浜松地区実施予定
・実施マニュアル １：体験活動の進め方 ２：広報編 ３：事務手続き編
マニュアルは 体験活動を行う上で 非常に参考になる
是非 体験会実施時に参考にして欲しい
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
上記アカウントでは 参加者 Googleアカウントが不要 時間制限無し
(注：一般向けMeet (ビデオ会議）は 10/1以降 会議時間最長60分）
【地区として確保】

静岡地区
地区 ＢＶＳを全団１６名以上に
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）幼稚園年代対象にし 浜松１４団：０２名→０３名
、浜松１９団：０２名→
、浜名０１団：００名→
なければ ほぼ新規入団はない？
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 10/18に関係者が太田山に準
備に入るので その際話せないか調整する）
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３：その他連絡事項・確認事項
2020年度年間スケジュール（2020/7/20時点））
ボーイスカウト体験会
教育委員会後援
WB研修所スカウトース
県連
静岡第8期
WB研修所課程別研修
県連
静岡第8回
団委員研修所
県連
静岡第28期
県連

県連
県連
日連
県連

報告先：

2020/9/19～22
浜松地区参加予定 無し
MOA研修センター（ソロテント泊）
2020/10／10
浜松地区参加予定 無し
静岡県青少年会館）
2020/10／31～11/2
浜松地区参加予定 浜松19団 5名
MOA大仁研修センター
2020/10／11 浜松市立青少年の家
スカウトスキルとことん
西部会場浜松地区参加予定 浜松14団 1名
(西部）
マスター（ロープワーク
2020/10/18 静岡県青少年会館 (中
編）
中部会場 参加予定無し
部）
2020年11 月21日10:30～11月22日
スカウトスキルとことん
浜松地区参加予定無し
12:00
マスター （救急編）
国立中央青少年の家
ボーイスカウト講習会 2020/11/22 9：00～16：30
開催要項 締め切り 浜松東申込 11/8まで 地区コミにCc
静岡第607回
浜松市立青少年の家
2020/9/1～10/31
実施要項 (例年と違い）店舗への 持ち込みではなく発送
「難民支援衣料回収プ
Step 1 参加申し込み(フォームで） Step3 衣料回収 Step4 送付 Step5 実施
ロジェクト２０２０秋」
報告
創立１００周年記念事業 事業期間
2019/4/1～2022/3/31

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、11/14、
浜連 青少年の家祭り（11/15 実行委員会
2021/1/9
４：その他
地域貢献
５：次回
2020/10/19：農村環境改善センター/生活改善研修室

中止

湖東中学ふれあい講座 中止
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