
　

＊詳細は2020年度2020年10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）10月度定例地区委員会議事録
日時 2020年(令和2年）10月19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 

　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：
9/19団キャンプ訪問
　　　　　二回目：

9/13　ボーイ隊活動
9/19，20，21　団キャンプ
10/3，4　CS舎営、10/18　CSハイキング
スキーは　少人数乗り合いで　行く予定

浜松第7団
団訪問：一回目：8/22団委員会訪問
　　　　　二回目：

BVS：10/18　芋掘り、、CS隊：9/27釣り、10/18手旗、カヌー
BS隊　10/11パン祭り、VS隊　10/18　手旗指導
日帰りスキー予定

浜松第12団
 団訪問：一回目：
10/8入隊上進式訪問
　　　　　　二回目：

団　10/8　入隊上進式　10/11体験会(18家族参加、2名　入団）
10/18　芋掘り・・各隊の活動はHP三唱
スキーは中止（例年行く、飛騨高山スキー場　豪雨により崩壊、宿舎も人数制
限）

浜松第14団
 団訪問：一回目：
9/20　団キャンプ訪問
　　　二回目：

9/19～21　団ｷｬﾝﾌﾟ（太田山）
9/27　団会議（ｶﾄﾘｯｸ浜松教会）
10/4　草刈り奉仕　・　各隊隊集会（教会駐車場）
10/18　各隊隊集会（教会駐車場）
スキー　1/16，17　にGoToトラベルを使用し　実施予定

浜松第19団
 団訪問：一回目：
9/20団キャンプ訪問
　　　　　二回目：

9/19～21 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
作成応募、
秋上進に移行。
9/25　LFM　口コミ協力依頼。スキー訓練について意見交換。

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 「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
未提出→（現在集まっている分だけでも）堀内コミから提出する
地区大会　各部門　実施計画提出済み

トレーニングチーム担当
 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（）

ＢＶＳ 地区大会実施計画→１０/２８　ＲＴにて詳細決定
ＣＳ ' 地区大会実施計画
ＢＳ 地区大会実施計画

ＶＳ
・救急法講習会　9/27　農村環境改善センター　参加者20名
　　AEDの使い方、心肺蘇生法の講習は　感染防止のため　無し
　心肺蘇生法講習は　後日実施
　地区大会ＶＳ活動をチームプロジェクトとして実施する：セレモニ-＆BVS支援
　浜松東合同　年末クリスマス会を実施したい　が　まずは　スカウト間での情報
交換

ＲＳ
団担当 団訪問予定結果・・・別紙詳細　

総務・野営行事委員会 浜松祭り駐車場奉仕→中止 特に無し
事務局  特に無し
会計  特に無し
広報・組織拡充委員会(HP含む）     ９月２６日　１０時００から静岡県青少年会館

県連組織拡充・広報委員会に参加

進歩・指導者養成委員会
BS講習会第607回（浜松東）11/22　青少年の家(託児無し）
BS講習会第610回（磐田）　12/13　磐田市向笠交流センター(託児有り）
BS講習会第612回（浜松）　　2021/2/21 青少年の家
地区大会での　富士章等顕彰者名簿各隊にで　出欠確認→10/31までに

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

今季（2021/3末まで）すべてのイベント中止

太田山委員会   ・太田山広場　国旗ポール　塗装予定
乃木広場 連絡無し

その他

2020 年(令和2年）１０月度定例地区委員会
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作成・確認
地区委員長 総務委員会

承認
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２：協議・審議・検討事項

 地区 2020年度地区大会  2020/11/8

  企画書
会場：アクトの森（サンクンプラザを主会場(セレモニ-））　全体実施計画
※スカウト顕彰(セレモニ-）サンクンプラザ 富士/隼/菊/スーパーカブ　ウルトラ
ビーバー　名簿
総務、VS　下見・会場打ち合わせ結果　音楽の森→サンクンプラザに変更
　　　　　　　　　サンクンプラザへの搬入は　８：３０～厳守
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
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　(音楽の森）
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）
　→セレモニ-実行委員会　10/28(水）19:30　青少年の家　第3研修室

 理事会  2020/10/03（土）

 ・令和３年度緑の募金について（野営行事委員会）
→10月31日　までに　2021年度申請を　渋谷地区委員長に！
（割り当て数より少ないと　県連予算に支障が出ると思われる
　一方　希望数は「たぶん」買い取りする必要があると思われる
　→→募金が可能な環境なら　不足分を(秋に）地区主催で行うこともある

・維持会費入金のお願い（事務局）　2020/10/10　時点
　東海4県で未完は静岡県のみ
・「次世代のスカウティング」アンケート提出のお願い（総務委員会）10/2：16通
・ＳＫＣ西部ﾌﾞﾛｯｸ　12月6日（日）（組拡広報委員会）
・日連HPの団紹介ページ活用ください！三島地区100％（組拡広報委員会）
・地区での面接にあたって（進歩制度と面接の手引きP14の順守依頼
★事前検討（必要書類の内容審査、添付書類、進歩に際しての必須項目の取得
状況等）（進歩国際委員会）
・静岡県連創立100周年記念特別表彰　基準：通算30年以上加盟登録でOK！
臼井事務局長から　各団に対象者送付　　12/20までに県連事務局に申請書提
出。
・100周年記念事業：各地区１０名程度の奉仕依頼
・ワクワク自然体験実施希望５９回ＯＫ　★延期、中止の場合連絡要！
・BS実修所でのｱﾙｺｰﾙ持ち込みで厳重注意。（県コミッショナー）

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」の実施
について

・浜松地区実施予定　　★延期、中止の場合（渋谷地区委員長に）連絡要！
・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

日連
団・地区へのグループ
ウェアの提供について

   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】
DXサミット(オンライン開催）　申し込み締め切り　10/24
　サミット前に　アカウント　申し込みも可能
申請要項１：　備品　30万から60万　（2010年以前申し込みは再申し込み可）
申請要項２：対象活動を継続的に展開するにあたって、
その活動になくてはならない直接活用物品で、子どもたち
 自らが主体的・継続的に共有して活用する物品
ボーイスカウト活動に必要な備品（テント等）を購入する　機会

 県連
 緑化推進事業 「細江
悠久の森」森林整備事
業への参加グループ募

 活動日時：参加グループの希望日時
（グループ毎に日程を調整）

案内
問い合わせ　県連　野営行事委員・寺田
(西村注：防波堤緑化事業が終了し　県連として　推進する　緑化事業）

地区  ＢＶＳを全団１６名以上に
静岡地区
年中を　BVS隊に参加させる例

浜松０１団：００名→　　　、浜松０７団：０５名→　06名　　、浜松１２団：１７名→

　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
なければ　ほぼ新規入団はない？

浜松１４団：０２名→０３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？」→10/18　太田山11:00～　実
施

３：その他連絡事項・確認事項
2020年度後半年間スケジュール（2020/10/19時点））
追加：12/12　セーフフロムハーム　研修予定

 ボーイスカウト体験会    報告先：
教育委員会後援

 日連  「野口聡一さん三度目の宇宙へ！」応援キャンペーン 案内：野口さん応援ワッペン　330円
 WB研修所スカウトース  2020/9/19～22
静岡第8期 MOA研修センター（ソロテント泊）
WB研修所課程別研修  2020/10／10
静岡第8回 静岡県青少年会館）
団委員研修所  2020/10／31～11/2
静岡第28期 MOA大仁研修センター

 2020/10／11 浜松市立青少年の家 
(西部）

 西部会場　台風接近のため　中止

2020/10/18 静岡県青少年会館 (中
部）

　中部会場　参加予定無し

 2020年11 月21日10:30～11月22日
12:00

浜松地区参加予定無し

 県連

 ニッセイ財団　補助金

県連  浜松地区参加予定　無し

 県連  浜松地区参加　０，　スタッフ参加　二名

 県連  浜松地区参加予定　浜松19団　5名

県連 
スカウトスキルとことん
マスター（ロープワーク
編）

 県連
スカウトスキルとことん
マスター （救急編）
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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

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
Step 1 参加申し込み(フォームで）　Step3　衣料回収　Step4　送付　Step5　実施
報告

県連
ＳＫＣ（ソカクコウホウカ
レッヂ（西部ブロック）

9:00(受付）～17:00
天竜協働センター　　ホール

地区締切　11/16地区委員会　　　地区→県連　2020/11/23

 県連  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、

 浜連 青少年の家祭り（11/15　実行委員会
  2020/6/27、9/13、10/10、11/14、
2021/1/9

 中止

４：その他
 地域貢献
５：次回
2020/11/16　：農村環境改善センター/生活改善研修室

 「難民支援衣料回収プ
ロジェクト２０２０秋」

マスター （救急編）

県連 
 開催要項　再掲載
従来定員３２名→感染防止のため　定員２４名、昼食持参、託児無し
締め切り　浜松東申込　11/8まで　　地区コミにCc

 日連
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