2022 年(令和4年）5月度定例地区委員会
＊詳細は2022年度2022年05月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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2022 年(令和4年）5月度定例地区委員会議事録
日時 2022年(令和4年）5月16日(月曜日） 19:30～21：30
場所 農村環境改善センター (WEB参加者無し）
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：6/4ボーイ隊
浜松第1団
キャンプ予定
二回目：未定
団訪問：一回目：5/28団会議予
浜松第7団
定
二回目：12/18クリスマス会予
団訪問：一回目：7/10ジャンボ
浜松第12団
リーナイト予定
二回目：未定
団訪問：一回目：未定
浜松第14団
二回目：未定
各団
団訪問：一回目：7/6団委員会予
浜松第19団
定
二回目：未定
団訪問：一回目：未定
浜名第1団
二回目：未定
（引佐０２団）

休団中

（湖西第1団）

休団中

2022年5月活動報告（浜松１団）(提出無し）
団総会実施、CS活動中、BSは今後 18NSJにむかって活動
2022年5月活動報告（浜松7団）参照
緑の募金 12月と合わせ 44,301円
2022年5月活動報告（浜松12団）参照
緑の募金は団内で実施予定
2022年5月活動報告（浜松14団）参照
緑の募金予定時に ウクライナ募金としたため 緑の募金は秋実施予定
2022年5月活動報告（浜松19団）参照 可美中防災講座奉仕 地域奉仕に記
5/25 ニッセイ財団贈呈式、5/29体験会、9/17～19団キャンプ
2023年休団予定。
団の資産について浜松連合協議会に寄付頂きました。
５/２１の連合協議会総会で紹介後 太田山整備に使用予定
「A型テント12人リーダー用、外のA型テントがあります。また、新品のボーイスカ
ウトの制服も数着あります。ご入り用の団はありませんか？詳しくは安士さんに
ご連絡ください」との連絡があった
→一旦 総務・野営行事(西村）が預かり テント類は太田山地区倉庫で保管す
7月13日の地区リーダー会
小林県コミッショナー、川島理事が浜松地区訪問
団委員長・団組拡担当もぜひ出席願います

地区コミッショナー

トレーニングチーム担当 歌研 UTA♪KEN
（毎月第3木曜日開催）
5月8日 ビーバー大会
（太田山にて）

BVSのＲＴでutaken 実施します
参加者：BVS ２２名 保護者 ２４名 指導者・団委員 ２５名
見学者（ひよこ含む） ４名
VS ４名
CS ２名
他 報告文字化けしている pdfで貼り付け
BVSＲＴ として utakenに参加
準備中
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6/25.26 合同舎営
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５／２４（火） BS部門RT
５／２９（日） 18NSJ合同班集会・結隊式壮行会保護者会
１８NSJ関連
６／２１（火） BS部門RT
（全般情報は 下段 連絡/確認
６／２５（土）～２６（日） 18NSJ事前訓練（２回目）太田山野営場
事項）
７／２６（火） BS部門RT
７／１６（土）～１８（月） 18NSJ事前訓練（３回目）太田山野営場（2泊3日)

ッ

コ
ミ

ョ ー

ナ

ー

グ
ル
プ

VS雑紙回収プロジェクト
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団担当

指導者のための信仰奨励研修
18NSJ 壮行会、VS保護者会
救急法講習会2022

5/8 地区ビーバー大会 プレゼン寸劇実施
6/25 地区CS舎営 プレゼン予定
5/21 奥山方広寺 9名参加予定
5/29 20:00～壮行会 20:30～VS保護者説明会
7/3 農村環境改善センター
団訪問日程 調整/決定し 上記各団に記述
・浜松市幼稚園保育園じどう園 園児数一覧 ５月１日の集計となり 提供は５
月末との市の連絡あり
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浜松祭り臨時駐車場・駐輪場整理奉仕 一日25名 延べ76名（途中交代有り）
ありがとうございました
→市からの謝礼(25万円）が地区会計に入りました

総務・野営行事委員会
事務局
会計

運
営
委
員
会

広報・組織拡充委員会(HP含む）

進歩・指導者養成委員会

進級面接
１級スカウト進級報告（HP県書
式）
ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ講習会静岡第621回

障がい児スカウティング
太田山委員会

主会計 小笠原→都築
・2022年度各団負担金→金額・振込先を各団に連絡済み
・各部門各事業と予算書の紐付けを事前に願います（＝各事業予算書 提出）
→正副コミグループで検討
立て替え金精算依頼 仮払い申請 HP書式にあります
6月地区委員会にて 立て替えor仮払い清算
「たちばな」２０２２年度計画 「たちばな」１６８号原稿依頼 担当：１９団 期限：
５月２７日
防災キャラバン2022 １０／１イオンモール市野にて開催予定(とりまとめは 浜
松東）
4/28 菊スカウト章 12団2名
1級取得ごとに地区進歩・指導者養成委員会に報告をして下さい 県連たちば
なに掲載
5/15
参加者 11名 （浜松地区9名）
7/3 救急章・救急法研修会（18NSJ参加者優先）
バザー中止
旧引佐2団からの寄付金を使い、川向かいの旧倉庫解体し 更地にし「仮称
（引佐サイト）」を開設予定。基礎部分の解体は基本自分たちで行う予定
8月シーズンまでに実施したい
秋の整備は 9月4日予定

乃木広場
その他
２：協議・審議・検討事項
地区

2022年度年間計画予定(2022/5/11時点）
正式会場許可 未到着
・大会企画書・・・一般参加のプログラムにしたい
組拡広報：地区大会にて体験会 どういうやり方が良いか
コミグループ：楽しめる地区大会（部門別→各団ごとブース？）
進歩/指導者養成：短時間でスカウトをねぎらう 顕彰会
・実行委員会企画書Ⅱ・・・活動担当はグループか団か
6月19日までに上記検討
各グループ検討後→実行委員会6/20その後 基本地区委員会で実行委員会
→来期 浜松地区BVS登録 期初 30名以上

地区 2022年度地区大会

2022年度予算では 参加費半額補助という目安で 一人12，500円としたが、百
円単位があると 準備が煩雑（地区会計より）
→半額をめどの補助と言うことで 一人12，000円とし、6/20地区委員会の冒頭
で授与する（注：5/29結隊式では 任命のみ行う）
尚 部分参加の指導者で 参加費半額の使用者には
同じく半額めどで一人7，000円となる
・緑の募金：各団実施状況確認。別紙一覧
県からのMUSTは8万円（秋の分も合わせ足りなければ 地区で実施する）
※※春の分（5/31）は６月初旬に県連へ振込。
（12団の分を会計が受け取り7団分と合わせ振込）
(2022/4/1初期登録）→ 浜松地区合計 BVS２２名 ひよこ（リトルビーバー）
名
浜松０１団：００名 ひよこ 名→００名 、
浜松０７団：０４名ひよこ 名→０６名、2名体験中
浜松１２団：１２名 ひよこ 名→１３名 ひよこ（リトルビーバー）０４名
、
浜松１４団：００名ひよこ 名→０２名、1名体験中
浜松１９団：０３名 ひよこ００名→０４名、

地区 18NSJ TS 壮途金

県連 理事会

地区 ＢＶＳを全団１６名以上に

地区 地区主催の体験会

浜連 浜松連合協議会

→2022年度事業として実施を まずは 地区大会で行う

2022/5/24(火曜日）

5/19役員会
5/24 ボーイスカウト浜松連合協議会総会
郵送にて 地区役員、各団団委員長に案内発送されている
5/24 19:30～20:30？
青少年の家 第1研修室
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３：その他連絡事項・確認事項
事業期間(記念章着用期間）
特に無し
2018/1/1～2022/12/31
2022/5/28 12:00〜 開会式 表
youtube Live 配信 https://youtu.be/Bej_AftdUNU
日連 2022（令和４）年度全国大会（兵庫｡姫路）配信
彰式
6/10～ 日本連盟youtube チャンネルにて編集後 配信予定
2022/5/29全国スカウト教育会
日連 創立１００周年記念事業

18NSJ TS隊長会議 5月21日（土） 10：00～静岡県青少年会館 出席者：
18NSJ TS隊長（編成隊代表者）及び大会本部主要スタッフ 案内
１８NSJ VSパイオニアリング章案
第18回日本ジャンボリー
県連 中部ブロック静岡会場
事業期間
（18NSJ TS

浜松地区 結隊式保護者会案内
１８NSJ結隊式・壮行会 2022/5/29(日） 20:00～20:30 青少年の家ホール
１８NSJ保護者説明会 2022/5/29(日） 20:30～21:30 青少年の家第1研修
室
18NSJ TS本部要員確定（8名内2名1/2期間）

２５ＷＳＪ

４：その他
地域貢献
可美中防災講座
2022/5/11，12
５：次回
６月２０日：月曜日：農村環境改善センター google meet 併用

5月19日参加希望スカウト 地区面接
5月末指導者会議（県面接無し） 6月スカウト/IST県連面接（指導者は面接無し）
6月末 日連にて派遣者内定→8月 15万円日連振込

浜松19団3名奉仕
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