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2021年(令和3年）2月度定例地区委員会議事録
日時 2021年(令和3年）2月15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 、Google Meet
全団調査 再掲載 2021年度登録手続きについて （団審査日時 確認願います）
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
団訪問：一回目：9/16団キャンプ
1/24 BVS・CSアイススケート(ボーイは一部参加）
浜松第1団
二回目：12/22団委員会
団訪問：一回目：8/22団委員会
2/14 BVS,CSハイキング（中田島から舞阪）、1/31CSスキー講習(用具の使い方）
浜松第7団
二回目：12/20クリスマス会
2/27,28 BS月の輪（太田山）
団訪問：一回目：10/4入隊上進式
各隊 隊集会計画、実施
浜松第12団
二回目：12／4団委員会
団訪問：一回目：9/20団キャンプ
1/24 BS 班集会 やきいもの試作 ＣＳ 組集会 お店屋さんごっこの打合せ
二回目：1/31団行事
団会議（ＺＯＯＭ）
浜松第14団
1/31 団行事 焼き芋パーティと CS お店屋さんごっこ
2/7 BS 班集会 テント設営練習とＧＢ会議（BP祭の企画）
CS 組集会 BP祭の準備
各団
団訪問：一回目：9/20団キャンプ
1/29 LFM
2/7 ボーイスカウト体験会＆説明会（鬼滅の力）CS年代：6、BVS年代：5、幼児：
浜松第19団
二回目：11／27LFM
5
※午前午後の二部制良好
浜名第1団
団訪問：一回目：
二回目：
連絡無し
渋谷地区委員長談
団訪問：一回目：11/13
来期休団となるが引き続き、復活に向けて地区が支援する。
二回目：'12/13体験会
・人：指導者、スカウト →浜松19団へ移籍し 継続を呼びかけり
湖西第1団
・物：？
・金：規約の見直し（作成）→正当な運営資金の徴収など
従来 地域・市からの補助有り
団倉庫処分に対する奉仕（物品片付け）
→団倉庫（引佐町井伊谷3212-1）
引佐０２団依頼
2/21(日）9:00～不要品は他団で活用 3/7予備日
→2/21(日）完了、一部太田山地区倉庫に保管
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
2/15現在 未入力：浜松1、浜松14、湖西1、浜名1
2020年度活動は 4月から12月まで
地区コミッショナー
QUA ２０２０特例基準(実質活動が3/4期間） 書式一式
→ 登録審査までに 地区コミあて提出願います
BVS CS BS VS 団
トレーニングチーム担
2021年度安全講習会 ６月６日（日） 太田山で開催することに決定。
当
（会場確保済）
2021年度ビーバー・カブラリー 7月4日（日）かわな野外活動センターで開催する
ＢＶＳ
ことに決定。
（会場確保済）
ＣＳ
2021年度ビーバー・カブラリー 7月4日（日）かわな野外活動センター
コミッ
地区班長訓練
２／１０（水）RT
ショ
２／２０（土）地区GB訓練＠青少年の家
ナー
ＢＳ
３／２６（金）～２８（日）地区班長訓練（青少年の家）
グ
救急法講習会2020Ⅱ
BSスカウト浜松１２（９名）、浜松１４（１名）参加
ルー
宗教章研修会
展開済み
プ
1/31（日）地区VS会議オンラインで実施 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
ＶＳ
10名申込 19団5名は個別実施
2/28（日） 地区VS会議 実施予定 アフターフォーラムの計画
ＲＳ
特に無し
団訪問予定結果・・・別紙詳細
例年 年度末に 富士章、菊章、スーパーカブが市長表敬訪問していた
←２０１９年度末（２０２０／３）は 新型コロナ感染拡大により 中止
団担当
２０２１／３は どうするか（要望するか？）
対象者：富士1，菊2、スーパーカブ8程度
実施したいが、許可が出たとして 参加者が辞退続出だとまずい
→2/27 県連地区コミ会議で 浜松東地区に打診
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総務・野営行事委員会
2021年度 継続登録事務及び団審査
日時： 2021年2月28日 （日） 9:00-15:00
場所： 農村環境改善センター サークル活動室
団審査は、以下の時間にお願いします。 各団団委員長
QUAはデータor紙で提出、名簿はデータ先行提出、印刷物持参
浜松第1団 10:00-10:30
浜松第7団 10:30-11:00
浜松第12団 14:00-14:30 浜松第14団 12:00-12:30
浜松第19団 13:00-13:30 浜名第1団 13:30-14:00
湖西第1団 別途後日
2020年度加盟員拡大奨励キャンペーン（７団１名、14団2名）
浜松市補助金報告作成中
2020年度地区会計 仮締め切り 本日（2月地区委員会） 本日まで及び期末ま
での見込み 基本見込み以上支出しないこと
本締め切り 3月地区委員会(3/15）
県連からの2021年度「たちばな」原稿依頼を基に
各団に割り振りました。ご協力をよろしくお願いします。
・BS講習会第612回（浜松） 2021/2/14 青少年の家 中止
・1/28 富士章地区面接実施 浜松12団
県連面接 2/27予定
・3/20（土）～3/22（月） 宗教章研修会 方広寺 参加者予定者20名に本申込
書、課題等を送付
2/16 方広寺さんと事前調整
期間中、参加者の所属隊長は一度は見に来て欲しい

事務局

会計
運営
広報・組織拡充委員会
委員
(HP含む）
会
進歩・指導者養成委員
会
障がい児スカウティン

コミュニティーモールinくるみ（バ
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）
型式が古く 部品が無く 修理出来ず ２/１１ 交換
→退所時には ボイラー・トイレの水抜きをお願いします
※ カビ防止のため、中ホール備品庫ドアは 退所時開放しておいてください
2021年春の整備 4月18日(日) 導入路に桜植樹？
毛虫がひどいので 桜を 人が来る近くに植えるのはまずい
→桜植樹はやらない、梅？、食べられるもの？ 検討 （内容により人数調整）
連絡無し

太田山委員会

乃木広場
その他
２：協議・審議・検討事項
2021年度浜松地区組
地区
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

来年度県連組織に対する 地区窓口を（担当委員会）明確化
2021年度浜松地区地区役員案（下記以外 継続OK）
組拡担当副委員長は 浜松19団 新村さんに交代する
地区会計は 交代希望有り、BVS、CS担当コミが必要
地区監査 現湖西1→会計、監査 渋谷地区委員長が個別相談する
来年度の予定：10/31 ★ガールスカウト＆浜松東地区とのコラボイベント（街中
地区大会
イベント）
地区 ＢＶＳを全団１６名以上 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 浜松０１団：００名 →
、浜松０７団：０５名→０６名 上進、非継続で０となる
とも体験会は）幼稚園年代対象にし ところであったが新規入団4名予定
なければ ほぼ新規入団はない？
、浜松１２団：１７名→10月上進で11名となったが新規入団で15名予定
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→
浜松小学校学区地図（空白地区を作りたくない）
２０２０年度 全国 団登録状況 BVS登録状況
日連 わくわくを実施したところは増えている、緊急事態宣言対象地域は 募
集活動出来ず 新規登録が出来ていない
復活団も ある。浜松地区で休団の団も 復活させたい
３：その他連絡事項・確認事項
日連

県連 オンライン
2021年1月23日(土）
ＳＫＣ（ソカクコウホウカ
13:30～15:30 オンライン
レッヂ
県連 発達障がいスカウティ 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 事業期間
2019/4/1～2022/3/31

2021年年間スケジュール(2021/2/15時点）
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
登録前 セーフフロムハーム研修 要項
参加 :浜松7，浜松12、浜松14、浜松19、 浜松1？？？
中止
中止
創立１００周年記念切手の発売予約 １２/１６時点（限定１０００シート） 再掲載
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

青少年の家運営連絡
2020/6/16 ,10/20、2021/2/16、
会議
４：その他
地域貢献
５：次回
2021/03/15 ：農村環境改善センター/生活改善研修室
浜連
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