2020 年(令和2年）12月度定例地区委員会
＊詳細は2020年度2020年12 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）12月度定例地区委員会議事録
日時 2020年(令和2年）12月21日(月曜日） 19：30～21：30（時間超過）
場所 農村環境改善センター/生活改善研修室

ッ

全団調査 再掲載
2021年度登録手続きについて→スケジュールをサイトで確認してください
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：9/16団キャンプ
11/21，22 BS/VS合同隊集会 11/22 CS組集会
二回目：12/22団委員会予定
12/20 クリスマス会（飲食無し）実施
浜松第7団
団訪問：一回目：8/22団委員会
12/20クリスマス会(飲食無し、スタンツ）
二回目：12/20クリスマス会
1/1 遙拝式予定（都田丸山緑地広場）、1月隊集会 スケート、たこ揚げ 予定
浜松第12団
団訪問：一回目：10/4入隊上進式
12月 コロナ対策をし、各隊隊集会実施
二回目：12／4団委員会
12/27 駅前でVSプロジェクトとして歳末募金（感染対策で声無し） 1/1 遥拝式
浜松第14団
団訪問：一回目：9/20団キャンプ
11/29 ボーイ隊 隊倉庫設営 立木伐採
二回目：1／31隊活動予定
12/20 カブ・ビーバー隊 隊集会 ミニ門松作り、スポンジケーキ作り
団会議
浜松第19団
団訪問：一回目：9/20団キャンプ
11/25森と未来を創ろうコンテストアイデア部門優秀賞。
二回目：11／27LFM
11/29体験会「ワクワク自然体験遊び」２４家族、子供３６名。
各団
→12/21現在入団者無し、CS隊集会に体験者4家族予定 コンタクトを継続する
12/31 除夜の鐘付き (年越蕎麦無し）
1/8～11妙高スキー(他団参加希望者受け入れ可 12/24までに連絡）
2/7 ボーイスカウト体験会＆説明会
浜名第1団
団訪問：一回目：
二回目：
地区委員長談：団委員長は日本にて現地対応（多忙）
湖西第1団
団訪問：一回目：11/13
12/13団訪問（ワクワク自然体験：蔓あみ）４家族子供５人
地区委員長談：指導者3名ですべて対応、指導者登録費を 団で負担しており経
二回目：'12/13体験会
費的にも継続困難な状況
団倉庫処分に対する奉仕（物品片付け）→2/21(日）9:00～不要品は他団で活用
引佐０２団依頼
3/7予備日
地区コミッショナー
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
2020年度活動は 4月から12月まで
地区コミインプット後 県連地区コミ会議 2月27日 入力調査＆審査
体験の風をおこそう 三ヶ日青年の家(2021/1/24）
浜松地区のブース出展 奉仕者 屋外4名 (常時2名）屋内 常時2名
コ
12/25 オンライン実行委員会
ミ
QUA ２０２０特例基準(実質活動が3/4期間）
BVS CS BS VS 団 →特に異論無し
シ
トレーニングチーム担当 '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 10/19〆
'11/14～15
第二回TT研究集会 三ケ日青年の家
ナ
ＢＶＳ
QUAは特例無しでOK
ＣＳ
'12/2(水)
CSRT 青少年の家 QUA特例基準
グ
QUAは特例無しでOK
ル ＢＳ
地区班長訓練 1/24 GB会議 3/26～青少年の家（ソロテント）
ＶＳ
パイオニアリング研修会Ｐａｒｔ１ 12/6和合ベース，Ｐａｒｔ2 12/13 太田山
プ
参加者：VS5名 技能章考査合格、 スタッフ3名＋RS1名
宗教章研修会 方広寺 2021/3/20（土）～3/22（月） 予約案内 (12/21現在5名）
県連 ベンチャーフォーラム(来年度の アフターフォーラムの進め方）
2021/1/17 9:30～12:00 静岡青少年会館 ＆オンライン
ＲＳ
特に無し
団担当
団訪問予定結果・・・別紙詳細
ョ ー
ー
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体験の風をおこそう 三ヶ日青年の家(2021/1/24）
浜松地区のブース出展 奉仕 （屋内は組拡広報、屋外は コミグループ）
2021年度登録データは すべてダウンロードで配信されていますので CD配布
は行いません（地区HP にもデータを置いてあります）
が 必要でしたら お送りしますので お申し出ください。その他 問い合わせ等
臼井事務局長宛 どうぞ
2020年度 3/4期 仮決算 領収書提出→本日(12/21)まで
→2021年3月末の 着地見込も送付ください→着地調整が3月だと難しい
研修所参加者 参加費地区補助 交付

12/19県連での会議参加→来年度 県連組織変更により 「広報」の名が無くな
るが
地域連携 と大所高所→ たちばな記事は 来年もお願いします
進歩・指導者養成委員会
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） 2021/2/14 青少年の家
宗教章研修会 方広寺 3/20（土）～3/22（月）
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
障がい児研修会 参加よろしく
太田山委員会
12/5，6 太田山広場ポール３本 塗装
来年度整備スケジュール案 春の整備 4/18（第3日曜）
秋の整備9/5（第1日曜）→特に異論無し
乃木広場
欠席
広報・組織拡充委員会(HP含む）
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その他
２：協議・審議・検討事項
2021年度浜松地区
組織について
来期役員改選
地区

渋谷地区委員長
2021年度～ 5年目
コミグループ
2021年7/1～新

委員会、コミッショナーグループ準備をお願いします。
★当年度の反省と来期に向けて。

来年度の予定：10/31or11/14 （寒くなる？ 12団BSに予定が入る可能性大）
→ （総務で）ガーデンパークを 内定したい

地区大会
理事会

県連

日連
県連
地区

2020/12/05 （土）

・常設委員会統合：現８→新５
①総務・安全委員会（松田茂）
②組織拡充・地域連携委員会（川島一郎
③指導者委員会 （志賀裕人）
④スカウト委員会（山本知佐子：新任）
⑤ユース・女性活躍委員会（丸山浩孝：新任）
・副理事長鈴木均（磐田）
・県連副ｺﾐｯｼｮﾅｰ宮崎賞人(再任用）
・18NJ特別委員会委員長戸田正明2021年10月31日申込2022年3月31日確定申込
・県連100周年記念事業スカウト活動の検討ブロック・地区、あるいは無しかご意
見を
→ブロックの活動は望まない、連合協議会は有り（地区大会に県連100周年の
・日連維持会費のお願い
・次世代チームの設置★各地区30～40代の隊指導者１名2021年2月末までに推挙
・地域貢献の活動実績調査2018年4月～2020年12月2021年2月末までに
→（渋谷地区委員長が） 実績推薦基準を 県連に確認し 地区内周知
・11/30までの友情章：15三島地区、15富士地区…浜松地区3
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）
県連 12/19依頼 (コロナ感染防止を徹底、中止延期は連絡）
ＢＶＳを全団１６名以上に静岡地区
2020/11/1 現在（実数）
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
浜松０１団：００名 →
、浜松０７団：０５名→０６名
ほぼ新規入団はない？
、浜松１２団：１７名→１５名(
浜松１４団：０２名→０３名
、浜松１９団：０２名→００名（上進）
浜名０１団：００名→
湖西０１団：００名→

３：その他連絡事項・確認事項
2021年年間スケジュール(2020/12/21時点）
→各団に配布 来期団予定に反映願います
5月連休 太田山での県連研修無し→地区での予約は可能
2021登録手順 全団調査2020で有効な団のアカウント 再掲載
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

登録前 セーフフロムハーム研修
応援キャンペーン詳細

日連 「野口聡一さん三度目の宇宙へ！」応援キャンペーン

野口さん応援ワッペン 330円
受注予約サイト 受付期間：２０２１年１月２１日（木）まで。２０２１年 ２月～３月発送予
冬季活動についての留意事項

日連
県連
県連
県連
県連
県連
地区
県連
県連

要項

スカウトスキルとことん
マスター （救急編）

2020年11 月21日10:30～11月22日 12:00
参加：浜松14団 1名

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
フォトコンテスト、募集
2020/4/1～対象
チラシコンテスト
応募 2021/3/31まで
発達障がいスカウティング研修会
2021/2/14 13:15受付～16:00
静岡県青少年会館
ボーイスカウト講習会 2021/2/14 9：00～16：30
静岡第612回
浜松市立青少年の家
令和２年度
2020年12月6日
ＳＫＣ（ソカクコウホウカレッヂ
9:00(受付）～17:00
（西部ブロック）
天竜協働センター ホール
創立１００周年記念事業 事業期間
2019/4/1～2022/3/31

参加：浜松12団 3名
実施要項 写真コンテスト、募集チラシコンテスト
開催要項
開催要項
荻 指導者養成委員長 1/31まで
延期

地区コミにCc

創立１００周年記念切手の発売予約 １２/１６時点（限定１０００シート）
デザイン １シート１０００円
申し込み(先着順 団ごと） 受け渡し ２０２１年２月上旬予定

浜連 青少年の家運営連絡会議
2020/6/16 ,10/20、2021/2/16、
地区 【リモート合唱
2021年1月6日(水) 19:30〜
県連 １００周年 実行委員会 「みんなで歌おう！ そなえよつねに」
動画撮影会】
浜松市立青少年の家
浜松地区として 歌研 で 下記 撮影会実施
・制服着用で撮影しますので、ご持参
・参加希望の方は、小笠原会計まで連絡ください
ください
４：その他
地域貢献
2021/1/24 体験の風をおこそう
５：次回
2021/01/18 ：農村環境改善センター/生活改善研修室
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