2021年(令和3年）3月度定例地区委員会
＊詳細は2020年度2021年3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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2021年(令和3年）3月度定例地区委員会議事録
日時 2021年(令和3年）3月15日(月曜日） 19：30～21：15
場所 農村環境改善センター/生活改善研修室 、Google Meet
地区委員長談：自転車通勤しながら 自分以外への心遣いは難しいことを実感、車通勤時の 邪魔 を反省している
１：地区活動報告と今後の予定及び依頼事項
3・14カブ隊 ハイキング 28
団訪問：一回目：9/16団キャンプ
浜松第1団
今後 ボーイ隊 3/26,27,28 GB訓練参加 3/28 カブ隊活動
二回目：12/22団委員会
団訪問：一回目：8/22団委員会
BVS：3/14お別れ会:醤油作り体験＋カブ隊合同野外料理
CS：2/27 月の輪キャンプ（太田山）3/14 野外料理
浜松第7団
BS：2/20 班長訓練 2/27,28 太田山ウエルカブキャンプ 3/26,27,28 班長訓練
二回目：12/20クリスマス会
VS：2/18 ベンチャー会議（ウッドクラフト）
団：4/4 上進式 4/24 育成会総会
浜松第12団

浜松第14団

団訪問：一回目：10/4入隊上進式
二回目：12／4団委員会
団訪問：一回目：9/20団キャンプ
二回目：1/31団行事

各団
浜松第19団

浜名第1団

団訪問：一回目：9/20団キャンプ
二回目：11／27LFM

団訪問：一回目：

二回目：

団訪問：一回目：11/13
湖西第1団

引佐０２団依頼

地区コミッショナー

コミッ
ショ
ナー トレーニングチーム担
当
グ
ルー ＢＶＳ
プ
ＣＳ

ＢＳ

二回目：'12/13体験会

各隊順調に活動予定
3/21BVS隊集会に１名見学予定
4/10体験会実施予定 緑の募金も実施予定(検討中）
2/21 BP祭（団行事）を可美協働センターで開催 CS見学1組
3/5 引佐2団よりｺﾝﾃﾅを譲り受け教会駐車場に移設
3/7 佐鳴湖公園の清掃奉仕（団行事） BVS見学1組
3/21 BVS・CS お別れﾊｲｷﾝｸﾞを実施予定
2/21CS隊集会に体験会参加２家族出席
3/7 BVS隊集会に体験会参加２家族出席；BVS２名、CS３名入団確定。
3/14団ボーリング大会、神奈川からの転勤家族見学予定。HPを見ての 見学
予定もあり
2/28地区登録時確認。現在はCS隊のみだが若手指導者を育てて建て直した
い。団委員長 インドネシア勤務だが コロナ渦で 日本からリモートで勤務中
団の指導者の雰囲気としては クローズを考えているが、団委員長としては 立
て直し希望
地区コミグループが支援します。
渋谷地区委員長談
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。
・サテライト団(19団へ転籍し湖西地区で活動継続)の提案→難しいという結論
スカウト2名は 活動は継続予定
団倉庫処分に対する奉仕（物品片付け） 2/21(日）9:00～ ありがとうございま
した
不要品は他団で活用
・ジャンテン２張り、マーキー２張り 太田山地区倉庫に保管
2/28 浜松地区登録審査 登録状況
隊活動が難しい →合同隊集会
（全団調査）
QUA状況→浜松1団、19団 早急に提出してください
ワクワク自然体験あそび 保護者アンケートからみえた現状
→活動の様子が保護者に見えていない、ボーイスカウトを知らない
小学生は実は８０％以上 土日に 何もやっていない
部門プログラムの見直しについて 2023年4月から 実施予定
→BVSを年長の4月から を検討中 →各団 予定願います
浜松地区としての コメント：BS 5年間は長い、小5の9月～ ボーイ隊
スカウトコース9期
県連締め切り4/2 課題あり
団委員研静岡第29期 県連締め切り4/2 課題あり
課程別研修開設要項9回 県連締め切り 4/23 課題有り
BS指導者講習会 第615回 浜松 開催 5/9
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。
（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
3/3に第1回実行委員会を開催した。 次回は4/7を予定（青少年の家）
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
3/3に第1回実行委員会を開催した。 次回は4/7を予定（青少年の家）
地区班長訓練 ２／２０（土）地区GB訓練＠青少年の家
３／２６（金）～２８（日）地区班長訓練（青少年の家）
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2/28 地区VS会議実施 アフターフォーラム企画中
3/28 地区VS会議実施予定 アフターフォーラム計画

ＶＳ
ＲＳ

団訪問結果・・・別紙詳細
富士章・菊章・スーパーカブ浜松市長表敬訪問は 別途連絡事項

団担当
総務・野営行事委員会

野営行事として 3月 BS班長訓練野営 サポート予定
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
→県連承認は 終了しています
→各団 日連登録申請 および 日連登録費納入(３月中となって居ますが、シ
ステム停止有り）
浜松市補助金報告作成中 事業報告作成要→議事録から作成→関係者に内
容確認のメールをします
→４／８市役所に提出
2021年度総会資料準備 書式 担当決定 →関係者で分担→関係者作成お願
いします (3月末納期）
地区表彰申請書→3月末納期 (地区30年の表彰もある）

事務局

浜松市補助金報告作成中
2020年度地区会計 本締め切り 本日（３月地区委員会）
３月末までの領収書の受け渡しは個別に 地区会計と相談してください
(特に 地区BS班長訓練野営）
教育委員会に 後援申請済み

運営
委員 会計
会
広報・組織拡充委員会
(HP含む）

3/20～22宗教章研修会 19名の参加予定
（3/9スタッフ打ち合わせ実施）
期間中、参加者の所属隊長は一度は見に来て欲しい
春の研修→今後HPにアップします

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

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

2021年春の整備 4月18日(日) 午前中のみ 各団2名 4月12日までに名簿
提出ください
かまど場の冷蔵庫が新規になり、焚火場の冷蔵庫は 処分しました（広く使えま
す
一般の方 が 3ヶ月前から申し込んで来られますので 各団 決まり次第 早め
にお申し込み願います
2021年度も 乃木広場使用許可（使用料減免）

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）再掲載
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）
進捗無し
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
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３：その他連絡事項・確認事項
2021年年間スケジュール(2021/2/15時点）
日連

県連 理事会報告

県連 創立１００周年記念事
浜連

2021/3/13 県連理事会

①令和3年度事業計画(案)2021.03.06
②運営委員会委員推薦
③地区統合:掛川袋井地区を 磐田地区に統合する
④技能章考査員202103 追加申請可能
⑤次世代チームメンバー推薦リスト （チームメンバー推薦者無しでも報告必要）
⑥組拡別紙２ たちばな賞改訂 該当団は申請してください
⑦緑の募金 実施予定
⑧全国大会組織図 実施予定(ただし各県連からの参加者は絞り 規模縮小）
→地区からの奉仕は 地区団数分でOKと思われる
⑨地域貢献実績調査票の提出状況 (浜松1団、浜松19団、浜名1団未提出
活動実績０でもその旨報告が必要）
地区広報誌（御殿場小山：スポンサー付きで発行中）
作れば 用途はあると思う 、公民館等で 配布したい
日連HP経由の 問い合わせの入団率が高い 有効利用ください

事業期間
2019/4/1～2022/3/31

青少年の家運営連絡
2020/6/16 ,10/20、2021/2/16、
会議

2021/3/29：
富士章・菊章・スーパー
浜連
12:30 集合 13:15～13:45
カブ浜松市長表敬訪問
浜松市役所
４：その他
地域貢献
５：次回
2021/04/19 ：農村環境改善センター/生活改善研修室

案内 （出来るだけ
対象者(画像貼り付け）
学校・学年 ・出席確認は３／１５まで堀内コミ

地区協議会総会(WEB参加 可、QUA受章隊長はぜひ参加願います）
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