2020 年(令和2年）１１月度定例地区委員会
＊詳細は2020年度2020年11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）11月度定例地区委員会議事録
日時 2020年(令和2年）11月16日(月曜日） 19：30～21：00
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
団訪問：一回目：9/16団キャンプ
浜松第1団
二回目：12/22団会議予定
浜松第7団
団訪問：一回目：8/22団委員会
二回目：12/20クリスマス会希望

浜松第12団
浜松第14団
各団
浜松第19団

浜名第1団
湖西第1団

10/3，4 CS舎営、10/18 CSハイキング
11/22 BS隊集会予定
BVS 10/18 芋ほり 11/8地区大会 11/15 体験会
CS 10/11芋ほり 10/18 手旗、カヌー訓練 11/8地区大会 11/15 体験会
BS 10/11 秋のパン作り 11/8 地区大会
VS 10/18 CS手旗訓練協力 11/15 体験会
体験会（わくわく自然遊び） 体験者14名（半分年長）反応良かった、2名入団予
定
団訪問：一回目：10/4入隊上進式
11/3団創立記念式典・イベント NPO第14期総会実施 青少年の家
二回目：12/4団委員会希望 11/14～15 BS隊防災キャンプ実施 和合町防災訓練に参加 泉小学校
団訪問：一回目：9/20団キャンプ
11/29 ボーイ隊 隊倉庫設営（カソリック教会 第3駐車場）
二回目：2021/1/31体験会希望
カブ・ビーバー隊 隊集会
団会議
団訪問：一回目：9/20団キャンプ
11/3団委員会（団研参加者4/5出席）
二回目：11/27 LFM希望
11/29体験会「ワクワク自然体験遊び」に向けて。
★10/12：日連HP公開、11/2～：チラシ配布、11/8定員到達。
日連HP経由？ チラシ配布前に5名参加申し込み有り、HPのストップは連絡
後直ぐ
12/4ＬＦＭ：スキー訓練、2月ボーイスカウト説明会→体験会にする可能性有り
地区委員長談
団訪問：一回目：
二回目：
団委員長とのコミュニケーションがこのところとれていない→TEL予定
来期対応検討中(登録費 指導者分を 団で負担して居る。湖西市の補助が団
団訪問：一回目：11/13
二回
体にでは無く、事業への補助になったため、団の収入が少なく 登録費が大きな
目：
負担となって居る）

'10/31～11/2
'10/25

全団調査（令和３年度登録審査）実施 入力〆切 2020年2月20日→各団資
料配付
2月27日 県連での地区コミ会議にて入力調査＆審査
体験の風をおこそう 三ヶ日文化ホール(2021/1/24） 浜松地区のブース出
展依頼有り
体験会について（岐阜の 年間5名程度 定期的に入団実績 談）
・食べ物プログラムは食い付きはいいが食い逃げが多い
・自然体験活動や簡単なクラフトが人気があり、募集効率がよい
・ちらしには３か月分のプログラムを記載する
・受付時に保護者と子供をわけ、保護者に参加の動機を確認する
団委員研修所静岡第２８期 ＭＯＡ大仁研修センター(スタッフ1名）
県連安全普及フォーラム 県青少年会館

'11/21～22

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 1名参加予定

'11/14～15

第二回TT研究集会 三ケ日青年の家

'12/2(水)

CSRT 青少年の家
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地区大会ＶＳ活動をチームプロジェクトとして実施した：セレモニ-＆BVS支援
パイオニアリング研修会Ｐａｒｔ１ 12/5ｏｒ6和合ベース，
Ｐａｒｔ2 12/13 太田山
宗教章研修会 方広寺 2021/3/20（土）～3/22（月）
団訪問予定結果・・・別紙詳細
特に無し
特に無し
地区大会 領収書提出→本日(11/16)まで
（領収書に収支報告書をつけて提出）
12月地区委員会にて 3/4期 仮決算 （領収書の番号等 すべて裏面、鉛筆書
き）
12団から 緑の募金として 6380円 受領した
特に無し
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 （会場未確保）
→2/14 青少年の家（会場確保）
宗教章研修会 方広寺 3/20（土）～3/22（月） 打合せ11/19（木）
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障がい児スカウティン
グ
太田山委員会

コミュニティーモールinくるみ（バ
ザー）中止

欠席
12/5，6 太田山広場ポール３本 塗装予定
（太田山委員で実施・・高所作業車、塗装のプロがいらっしゃれば 奉仕歓迎）
欠席

乃木広場
その
他
２：協議・審議・検討事項
2020年度地区大会

2021年度浜松地区組
地区 織について

2020/11/8

渋谷地区委員長

2021年度組織検討特別委員会は 団委員長ＲＴ後に検討する

2021年度～ 5年目
来期役員改選

結果 参加者数：スカウト BVS：１８、CS:61、BS：29、VS：5、RS：５
指導者保護者等含み 全271名
反省事項
ゆうゆう学びのクラブポイント？（収集団？）
来年度の予定：RS、VS にセレモニー全体を構想から 参加して貰いたい
（ex. 菊、富士の紹介は 先輩VSorRS）
12/6 組拡広報カレッジ 12/12 県連地区事務長会議 12/21地区委員会
委員会、コミッショナーグループ 12/21地区委員会前 に 2020レビューと 2021
体制・事業検討 準備をお願いします。

コミグループ
2021年7/1～新

2021年 地区新年会
体験の風をおこそう
県連 理事会

日連

実施しない（コロナ渦で多人数の会食禁止企業あり）
浜松地区のブース出展する（浜松東地区にも呼びかけ、）担当 小笠原 県連
副コミッショナー
・令和３年度緑の募金について→8万円で提出（各団1万＋α）
・ＳＫＣ西部ﾌﾞﾛｯｸ 12月6日（日）（組拡広報委員会））
→参加対象者 別途各団送付
・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！
→顕彰対象者 事務局から各団 に再送付
12/20までに県連事務局に申請書提出。
・・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！

三ヶ日文化ホール(2021/1/24）
2020/10/03（土）

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
・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
「そなえよつねに共済について」（診断書の必要性）

デジタルツール配布プ
2020/10/31
ログラム
DX サミット
地区 ＢＶＳを全団１６名以上 静岡地区
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？
日連

浜松19団 2名参加
2020/11/1 現在（実数） 秋上進 で ＣＳに上進した団あり
浜松０１団：００名 →
名(上進）

、浜松０７団：０５名→０６名

浜松１４団：０２名→０３名
浜名０１団：００名→

、浜松１２団：１７名→

、浜松１９団：０２名→００名（上進）
湖西０１団：００名→

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（2020/11/16時点）） 2021年年間スケジュール
フォーム
2021登録手順 全団調査2020で有効な団のアカウント
全団調査(各団にログインID、パスワード 付与）→団診断表→団審査
１：団調査2020の実施 ２：団調査2020入力ガイド ３：全団調査2020入力項目

日連
「野口聡一さん三度目
日連 の宇宙へ！」応援キャ
ンペーン
県連 団委員研修所
静岡第28期
スカウトスキルとことん
県連
マスター （救急編）

企画書
野口さん応援ワッペン 330円

2020/10／31～11/2
MOA大仁研修センター
2020年11 月21日10:30～11月22日
12:00
国立中央青少年の家
県連 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

浜松地区参加 五名、 スタッフ参加 １名
（5名中3名は 新人？＝勉強になったとのこと）
再掲載

実施要項 地区締め切り（
）経由 県連 10/19
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
一週間検温
開催要項 締め切り 浜松東申込 11/8まで 地区コミにCc
2020年12月6日 開設要項 ｐｄｆ

県連 令和２年度
ＳＫＣ（ソカクコウホウカ
9:00(受付）～17:00
レッヂ
（西部ブロック）
天竜協働センター ホール
県連 創立１００周年記念事 事業期間
2019/4/1～2022/3/31
青少年の家運営連絡
浜連
2020/6/16 ,10/20、2021/2/16、
会議

地区締切 （ ）経由

地区→県連 2020/11/23

４：その他
地域貢献
５：次回
2020/12/21 ：農村環境改善センター/生活改善研修室
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