
　

＊詳細は2021年度2021年5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

日時
場所

　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：　　二回目：

4/25 育成会総会
5/2-4 団委員研修所 小林参加
5/2　ＣＳ組集会　同日同場所 ＢＳ班集会
５/３０　ハイキング

浜松第7団 団訪問：一回目：　　二回目：
BVS５/２３　ハイキング（二俣）
CS　５／３０　１９団と共同　エコクッキング
BS　５/１５．１６　１st　キャンプ

浜松第12団  団訪問：一回目：　　二回目：

各隊順調に活動
・5/3～5/5　太田山野営場　ファミリーキャンプ支援　　１７家族、７２人
ユニクロ　難民支援　衣料提供
・6/27　夏季体験会に向けて準備中

浜松第14団  団訪問：一回目：　　二回目：

4/25 教会にて緑の募金を実施　BVS・CS佐鳴湖ﾊｲｷﾝｸﾞ
4/30　BS隊集会　ﾊｯﾄｹｰｽ作り
5/9 団行事　ｳｪﾙｶﾒｸﾘｰﾝ作戦
5/30 団行事　防潮堤草刈り・体験会開催予定

浜松第19団  団訪問：一回目：　　二回目：

別紙参照　４月の追加登録の分析
全１１名追加登録できた
体験会３回参加で入ったり、説明会後入ったり、HPで入ったり
参加者グループラインでの案内
体験会：団委員、隊指導者でフォローできる　午前４、午後５家族
　　　　　→１０家族　定員で　体験会実施予定
県連フォーマットに準じた書式→来月から　各団　この書式に入力願います

浜名第1団  団訪問：一回目：　　二回目：
連絡無し
  5/9浜名01団鈴木順一さんに感謝状をお渡ししました

（引佐2団）   休団中 19団　6/6体験会案内予定(気賀・伊目)
（湖西第1団）  休団中

地区コミッショナー

5/2～5　WB研修所スカウトコース　参加者4名　スタッフ　　名
5/2～4　団委員研修所　　　　　　　参加者1名　スタッフ　　名
5/16　　ボーイスカウト講習会　　　参加者22名　スタッフ　　名
全国スカウト教育会議
5/30  午前の部
テーマ1  募集のポイントと広報の秘訣(団委員長、組拡、広報向け)
テーマ2  定型訓練の概要
テーマ3  セーフ・フロム・ハーム教材の活用方法
テーマ4  全国ローバース会議の取り組み(ローバースカウト、ローバー指導者向
け)

午後の部
テーマ5  スカウトハンドブックの活用方法(BS、VS指導者向け)
テーマ6  中途退団の抑止のコツ(団委員長、組拡向け)
テーマ7  SDGsをスカウティングに取り入れ

午前の部から一つ、午後の部から一つ選択できます

トレーニングチーム担当

  6/6（日）安全講習会を実施予定
場所：太田山野営場
申込締切　5/24
TTﾁｰﾌ　平野まで

2021年度安全講習会　　６月６日（日）　

各団委員長よりリーダー・団委員・ﾛｰﾊﾞｰに参加の呼びかけをお願いします。
ＢＶＳ 7/4 地区ﾋﾞｰﾊﾞｰ・ｶﾌﾞ合同ﾗﾘｰを ﾋﾞｰﾊﾞｰ・ｶﾌﾞﾗﾘｰの実行委員会を6/2と30に実施予定

開催予定（かわな野外活動ｾﾝﾀｰ）
6月ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ　6/23に実施予定
　　いずれも場所は住吉青少年の家で行います。
　　19:30～21:30

ＣＳ ビーバーカブラリー実行委員会 6/2,6/30
ＢＳ 特に無し

ＶＳ
5/30（日）ボウリング親睦会（グランドボウル）(参加人数少なく中止、延期？）
　　　VS会議(青少年の家1８:00～19:00

ＲＳ
静岡県連ユースチームで8/21(土)～22日(日)に東西2箇所にてユースチーム交
流キャンプを企画中．共通プログラムを組み，ビデオ通話を通じた交流活動を実
施予定．

2021年(令和3年）5月度定例地区委員会

各団
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2021年(令和3年）5月度定例地区委員会議事録
2021年(令和3年）5月17日(月曜日）　19:30～21：00
農村環境改善センター/生活改善研修室 　、Google　Meet

渋谷

作成・確認
地区委員長 総務委員会

承認

西村

2021/5/182021/5/18
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団担当

  校・園長会でのボーイスカウト活動
理解の御願いとチラシ配布の御願い

小・中校長会、市立保育園、 私立幼稚園：期初　校長会･園長会では　実施でき
ず
市立幼稚園：4/22　園長会にて　浜松連合協議会として挨拶
民間保育園：5/20　園長会にて　依頼資料を事務局が配布していただける(挨拶
はコロナ渦で×）
→私立幼稚園、市立保育園　依頼文章を　配布依頼予定

児童数・園児数　資料　浜松市に依頼中→体験会等チラシ配布用
団訪問を例年通り　年2回実施予定。仮予定を連絡しますので、各団　実施希望
をお知らせ願います

総務・野営行事委員会

事務局 

浜松連合協議会総会　は5月25日(火)ですので　、各団　団委員長は予定願い
ます
総会資料は　WEBアップデータされています
総会　欠席される方は　委任状をお願いします

会計 
１/４期　仮決算は　来月地区委員会(仮払いは　総務、地区コミgのみ）
春の緑の募金　６月地区委員会に実施した分を　あづかります
秋の分　１０月に集めます　全部を　１１月に県連に振り込みます

広報・組織拡充委員会(HP含む）  
「たちばな」・・・・担当は１団です。期限は今月２８日です。
参考：2021年たちばな原稿担当団

進歩・指導者養成委員会
  5/16　ボーイスカウト講習会　参加者２２名　スタッフ１５名　で実施
研修費補助申請　３名申請有り

障がい児スカウティング 欠席
太田山委員会 特に無し
乃木広場 連絡無し

その他

２：協議・審議・検討事項
2021年度地区大会 今年度の予定：10/31：県連ＴＴ研修会　が10/30.10/31にあり　確認が必要

　★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）　5/21　実行
委員会
（BS＆ＧＳ防災フェア）

地区  ＢＶＳを全団１６名以上に頑張りましょう   (4/1初期登録）→2021年5月16日現在
浜松０１団：００名　→　　　、浜松０７団：０５名→　　
浜松１２団：１３名→１４名　、浜松１４団：０２名→
浜松１９団：０１名→４名　、浜名０１団：００名→

浜連 浜松連合協議会   5/25(火）総会（青少年の家）
 組織の位置づけ：検討事項
※浜松市から補助金を受ける受け皿的な組織
→協同事業組織へ！
太田山の運営。宗教章研修。アマチュア無線局運営。ＧＢ訓練etc

３：その他連絡事項・確認事項
2021年年間スケジュール(2021/5/15時点）

 ボーイスカウト体験会  報告先
教育委員会後援

 日連
   2021(令和3）年度
全国大会

2021/5/29～5/30
オンライン開催

・2021(令和３）年度　全国大会　テーマ集会参加申し込み開始（2021/05/14）

 日連    富士特別野営2021
   2021/8/15～21
高萩スカウトフィールド

新しい生活様式のキャンプ
・参加資格：VS　参加時に　富士章or隼章取得、6泊7日の野営に耐えられること
参加申し込み　フォームにインプット　→　(参加申し込み書ファイル）保護者の承
諾、団の推薦→地区の承認（5/31まで）→日連（6/14まで）

 県連  創立１００周年記念事業 事業期間 創立100周年記念誌　申し込み依頼
2019/4/1～2022/3/31 地区まとめ　　　事務連絡　臼井さん　県連申し込み済み　６人分

 県連  地区訪問    2021/6/21　地区委員会    　県連役員　訪問予定（県コミ　１０分、組拡　現在の県連の組拡状態５０分）

浜連   防災キャラバン2021
   2021/7/11(日）　決定
イオンモール市野

テーマ“コロナ禍の防災“
2021防災キャラバン開催参考資料

  浜松市市民協働セン
ター

   2021/6/21　地区委員会

  カラーコピー、白黒印刷（2台）利用　A1,A0カラー、横長横断幕印刷も可能　：
登録会員
2021年5月マガジン：特集でボーイスカウトを扱ってくれないか→広報組拡委員
会で検討してみて欲しい(どこに何部かも含め）
オンライン縁がわ：利用者連絡会議の後継

その他　広報ツールの情報が　あれば　お願いします

４：その他
 地域貢献
５：次回
2021/06/21：農村環境改善センター/生活改善研修室：　県連役員　訪問予定（県コミ、組拡）

運営
委員
会 

地区
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（１）事業報告（対象期間：４/1９～５/1６）
＜時期＞ ＜時期＞
4/21 4/21
5/6 5/6

【特記事項】
４月追加登録の経緯 9月団ｷｬﾝﾌﾟ 11月体験会 ２月説明会

　①ＣＳ　５年男子　MH × × 〇
　②ＣＳ　５年女子　ＨＮ × × × HP：神奈川の団に所属
　③ＣＳ　４年男子　ＳＳ × × 〇 父が団委員の知り合い
　④ＣＳ　４年男子　ＮＩ 〇 〇 〇 兄姉が過去在籍
　⑤ＣＳ　３年男子　ＳＨ × × 〇 ５年男子MHの兄弟
　⑥ＣＳ　３年男子　ＨＮ × × × HP：父親が元19団ｽｶｳﾄ
　⑦ＢＶＳ２年女子　ＭＴ × × 〇
　⑧ＢＶＳ２年女子　ＭＩ 〇 〇 〇 ４年男子ＮＩの兄弟
　⑨ＢＶＳ１年女子　ＣＦ 〇 × 〇 HP：昨年、団キャンプ参加
　⑩ＢＶＳ年長男子　ＨＩ 〇 〇 〇 既登録ｽｶｳﾄの兄弟（母大活躍）
　⑪ＢＶＳ年長男子　ＳＭ × 〇 〇 上記HIの友達
・2/7体験会後に参加者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｲﾝ作成→全９家族参加
・その後、BVS隊、CS隊の活動案内→数家族参加
・3/13に4/4入団式の案内をしながらお誘い。
・3/14ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会中⑩の母から提案「私がLINEに入団します！宣言入れましょうか」
・その後、続々と入団となった。
☆体験会：午前４、午後５家族くらいが丁度良い。（隊指導者＆団委員でフォロー出来た）

（２）上期事業　（対象期間：4/１～9/30）
＜時期＞

5/28
6/6

9/18～20
9/24

【特記事項】

団キャンプ
育成会総会

体験会開催

団委員会 体験会について
団委員会 体験会について

＜計画/予定＞
毎月第一＆第三水曜日　団委員会
奇数月最終金曜日　ＬＦＭ（保護者会）
ＬＦＭ（保護者会）

＜計画/予定＞ ＜実績＞

５月地区委員会報告資料
2021年5月17日

　　浜松１９団　事業報告
団委員長　渋谷　茂光


