2021年(令和3年）1月度定例地区委員会
＊詳細は2020年度2021年1度定例地区委員会議事資料を参照してください。
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2021年(令和3年）1月度定例地区委員会議事録
日時 2021年(令和3年）1月18日(月曜日） 19：30～20:30
場所 農村環境改善センター/生活改善研修室 、google meet
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
訃報 富士地区 鈴木節子様（日本BVS活動の母）ご主人
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
12/20カブ集会、１／１０CS、BS合同 たこ揚げ(祭り会館）
二回目：12/22団委員会
1/24 アイススケート予定
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(パーティー無し、セレモニー、団訪問有り
二回目：12/20クリスマス会
1/1都田 丸山緑地で遙拝式 1/10BVS、CS、BS スケート＋たこ揚げ
浜松第12団
団訪問：一回目：10/4入隊上進式
12/27 ベンチャー隊 年末助け合い募金実施 無声で呼びかけ
1/1 遥拝式 浜北グリーンアリーナで実施
二回目：12／4団委員会
1/9～10ボーイ隊集会 1/16ビーバー隊集会 1/24カブ隊集会
1/10 スケート（スポーツセンター）
浜松第14団
団訪問：一回目：9/20団キャンプ
1/31 焼き芋クッキングと お店屋さん遊び
二回目：1／31隊活動予定
団会議（リモート・ZOOM使用）
各団
1/8～11 妙高スキー(大雪の影響なく、がらがら）
浜松第19団
団訪問：一回目：9/20団キャンプ
1/29 LFM
二回目：11／27LFM
2/7 ボーイスカウト体験会＆説明会（鬼滅の力）
浜名第1団
団訪問：一回目：
二回目：
連絡無し
湖西第1団
団訪問：一回目：11/13
連絡無し
二回目：'12/13体験会
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
3/7予備日
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）
緊急事態宣言 発出、感染拡大に伴い 紹介・体験コーナー中止、
12/25 オンライン実行委員会 中止
QUA ２０２０特例基準(実質活動が3/4期間） 書式一式
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地区班長訓練 １／１３（水）RT
１／２４（日）班長会議
３／２６（金）～２８（日）地区班長訓練（青少年の家）
救急法講習会2020Ⅱ 展開済み
宗教章研修会 展開済み

ＶＳ

1/17（日）県連ベンチャーフォーラム 全国スカウトフォーラム報告
国際交流報告会実施
浜松地区から2名オンライン参加
1/31（日）地区VS会議 アフターフォーラムの展開について
2/21（日）12:30～救急法講習会2020Ⅱ 心肺蘇生法・AEDの実習 開催要項
3/20（土）～3/22（月） 宗教章研修会 方広寺 予約締切 2/6 予約案内

プ

ＲＳ
団担当

団訪問予定結果・・・別紙詳細

総務・野営行事委員会
事務局
運
営
委
員
会

会計
広報・組織拡充委員会(HP含む）
進歩・指導者養成委員会

登録審査 ２／２８ ９：００～１５：００
各団 30分 毎 で 後日 事務長から 予定時間連絡する
浜松市補助金報告作成中
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
1/9 太田山野営場水道凍結（8日の時点で 水道水抜き済み）
太田山委員会
1/10 風呂給水ボイラー凍結していた（この部分水抜きしていなかった）
→退所時には ボイラー・トイレの水抜きをお願いします
乃木広場
欠席
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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

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。

県連組織と地区組織の連絡窓口 明確化
来年度の予定：10/31 ガーデンパーク イベント広場仮予約（屋外ステージは
他の予約有り）はキャンセルする
地区大会
★10/31ソラモ＿ガールスカウト＆浜松東地区とのコラボイベント（街中イベント）
に参加する
県連
日連維持会費の納入について 地区別納入状態
県連 中止or延期の場合 必ず 県連・日連に連絡が必要
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
3/7 浜松1団 わくわく体験中止 (事務局から連絡する）
静岡県実施状況一覧
地区 ＢＶＳを全団１６名以上に
2021/1/28 現在（実数） 浜松小学校学区地図（空白地区を作りたくない）
浜松０１団：００名 →
、浜松０７団：０５名→０６名→4名予定
浜松１２団：１７名→１５名→上進のため減るはず
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→
地区

３：その他連絡事項・確認事項
2021年年間スケジュール(2021/1/8時点） 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

日連 「野口聡一さん三度目の宇宙へ！」応援キャンペーン
県連 令和２年度
2021年1月23日(土）
ＳＫＣ（ソカクコウホウカレッヂ
13:30～15:30
（西部ブロック）
オンライン
フォトコンテスト、募集
県連
2020/4/1～対象
チラシコンテスト
応募 2021/3/31まで
県連 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
県連 ボーイスカウト講習会 2021/2/14 9：00～16：30
地区 静岡第612回
浜松市立青少年の家
県連 創立１００周年記念事業 事業期間
2019/4/1～2022/3/31

登録前 セーフフロムハーム研修 要項
応援キャンペーン詳細 再掲載
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
申し込み締め切り 1月17日(日曜）
開催案内→ 参加予定？
実施要項 写真コンテスト、募集チラシコンテスト

再掲載

参加予定 浜松14団 1名
開催要項
県連指導者委員会の指示で 中止（20210121）
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、
４：その他
地域貢献
学校別 人数一覧 配布
５：次回
2021/02/15

団委員長

引佐、三ヶ日、湖西 が 空白地となりそう
空白地を解消する手は無いか？特に 湖西市！！
地区としての体験会(パパママキッズ）が出来無いか？

：農村環境改善センター/生活改善研修室
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