2022 年(令和4年）6月度定例地区委員会
＊詳細は2022年度2022年06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

承認
地区委員長

作成・確認
総務委員会

渋谷

西村

2022/6/25

2022/6/24

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）6月20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）
０：18NSJ TS 奉仕者壮途金 授与（参加隊指導者６名、大会本部８名、野営区本部４名）
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：7/9,１０ 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団会議実施
済み
浜松第7団
二回目：12/18クリスマス会
予定
団訪問：一回目：7/10ジャンボリー
浜松第12団
ナイト予定
二回目：未定
団訪問：一回目：'7/24団会議予定
浜松第14団
(オンラインになれば別途）
二回目：未定
各団
団訪問：一回目：７/２０団委員会予
浜松第19団
定
二回目：未定
浜名第1団

団訪問：一回目：未定
二回目：未定

（引佐０２団）

休団中

（湖西第1団）

休団中

2022年6月活動報告（浜松１団）参照
コロナ後 活動再開
2022年6月活動報告（浜松7団）参照
9/10,11 団キャンプ（太田山） 9/25体験会(北星会館）
2022年6月活動報告（浜松12団）参照
7/10体験会（青少年の家）、7/10ジャンボリーナイト（青少年の家）
2022年6月活動報告（浜松14団）参照
6/5体験会2名参加、8/19～21団キャンプ（太田山）
2022年6月活動報告（浜松19団）参照
5/29体験会7家族参加 9/17～19 団キャンプ（国立中央青少年交流の家）
2023年休団予定。
団訪問：7/3 CS収穫体験は× ６/２５，２６カブ合同舎営に参加者が居るので
指導者の継続登録を働きかける
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し 太田山野営場整備に使用します、
A型テント10人リーダー用 一張り
A型テント6人用6張り、テント内ベッド3個 太田山トイレ棟に仮保管(西村預
かり）
→必要な団は西村に連絡してください
使わないなら廃棄 6/25，2618NSJ_TS事前訓練時に関係者が確認する
各団進級状況調査（2022/3/31時点） 各団→堀内コミ（6/24金曜中に連絡）
７月１３日（水）地区リーダー会 川島委員長、小林県コミッショナーの講演
・全団調査からみえた実情 ・スカウト教育
団委員長、組拡、広報委員は是非ご参加ください。
青少年の家 ホール １９：３０～
地区大会（１０月３０日 浜名湖ガーデンパーク）
・各団ごとにプログラムを実施（各団２つのアトラクション）
テーマ「集まれ！動物の国」
・海ランド ・川ランド ・氷ランド ・サバンナランド ・里ランド
５つのエリアを展開、１つのエリアを１ヶ団が担当し、アトラクションを２つ用意

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）
ＢＶＳ

ラウンドテーブルの予定

ッ

コ
ミ

ＣＳ

6/25.26 合同舎営
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１８NSJ関連

11月 火おこしとクリスマスクッキングの練習
2月
来年度の合同隊集会・ﾋﾞｰﾊﾞｰ大会の打合せ
BVSＲＴ として utakenに参加
6/25～26 三ケ日青年の家
（ウォークラリー・キャンプファイア・海洋活動・湖岸観察
各班オンライン班集会実施
６／２１（火） BS部門RT（7/2下見？、装備車両？）
６／２５（土）～２６（日） 18NSJ事前訓練（２回目）太田山野営場
７／ ３（日） 救急法講習会
７／ ３（日） 場外プログラムの事前予約提出期限
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)
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ＶＳ

ＲＳ
団担当

6/25 地区CS舎営 プレゼン予定
VS雑紙回収プロジェクト
7月１日～9月30日 各家庭で回収し重さを記録する 雑紙回収の取り組み
「みんなで雑紙回収プロジェク
→９月３０日の時点での総重量を各家庭→各隊→各団でまとめていただ
ト
き、団での総重量を10月地区委員会までにVS担当齊藤に報告
指導者のための信仰奨励研
雑紙とは を 資料としてアップする
修
5/21 奥山方広寺 9名参加 報告書
18NSJ、VS
7/2 19:00～21:00 VS参加者 事前会議 農村環境改善センター
救急法講習会2022
7/3 農村環境改善センター日程
7月2日-3日ジャンボリー会場整備
参加予定：12団中嶋みと葉，小林遙伽,14団山田哲也(20220624 連絡あり）
キャンプ（箱根の里）
・団訪問日程追加決定
・浜松市幼稚園保育園じどう園 園児数一覧 各団に提供
・浜松連合協議会市長・子ども家庭部長 表敬訪問 (6/22実施）

総務・野営行事委員会
事務局
1/4期会計報告
会計

運
営
委
員
会

緑の募金（春） 県連入金

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

障がい児スカウティング
太田山委員会

立て替え金精算依頼 仮払い申請 再掲載
仮払を行っている委員会は、会計報告書、残金 持参、確認実施
6/15〆切 入金済 \75,871円(2022年度割当分80，000、）
春実施 浜松7団、浜松12団、浜名1団
募金秋実施予定(9/1～10/30）：浜松1団、浜松14団、浜松19団
可能なら １０月地区委員会にて 集金
「たちばな」２０２２年度計画
「たちばな」次号（１６９号）担当は０１団、締め切りは８月２６日
6/8 富士スカウト章地区面接実施
6/20 菊スカウト章授与式
５/１５ボーイスカウト講習会で赤字発生→本来は県連報告時に赤字負担申請
すべきだったが 清算済みのため、今回は地区経費で処理する
２０２２コミュニティーモールクルミ 中止
旧引佐2団からの寄付金を使い
太田山整備使用第1段：6/26～7/26平日晴れに 業者により 川向かい倉
庫解体処分
倉庫基礎部分は 状況により 奉仕作業で行うか 業者依頼するか決定

乃木広場
その他
２：協議・審議・検討事項
地区

地区 2022年度地区大会

実行委員会

2022年度年間計画予定(2022/6/20時点）
8月地区委員会（年間スケジュールでは8月15日（第3月曜）お盆休み中
→8月22日に変更する
地区大会の主目的は 体験会として 一般の方がボーイスカウトに参加したい
な・・と思える形式にしたい
数値目標：ＢＶＳ30名 2023年初期登録
・大会企画書・大会企画書Ⅱ
各グループ検討後→実行委員会6/20
コミグループ：テーマ「あつまれ！動物の国」
部門ごとでは無く、各団でアトラクションを２つ実施
カブ・ビーバー・一般参加（基本事前申し込み、当日参加もOK）グループを作り、
ボーイベンチャーが運営するブースを回るイメージ
組拡広報：地区大会にて体験会 どういうやり方が良いか？
進歩/指導者養成： 顕彰
簡素化は難しい
仲間から祝福？（一般の方に訴求したい）
VS・RSが運営？
→各団 ２つ アトラクションを２つ実施
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県連 理事会

全資料
・令和５年度県連盟定時総会について(2022/5/20 アザレア）
・地区副コミッショナーの追認(浜松地区副コミッショナー浜松1団 植田明子 ）
・ＳＫＣ西部11/13
・スカウト運動活性化戦略セミナー開催について8/21
・１８ＮＳＪ実行委員会
・２５ＷＳＪ準備委員会 74名応募(参加者72名のため 県連面接にて2名補欠）
・３ＴＣについて(日和田高原が使えない→どこでどのように開催するか検討中）
・維持会費目標達成のご協力
・日連１００周年記念事業について
・隊・団指導者、地区、県連盟役員１８NSJ_TS慰労会兼納涼交歓会（8/20 静
岡）

地区 ＢＶＳを全団１６名以上に

(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 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

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 表彰
日連 2022（令和４）年度全国大会（兵庫｡姫路）配信
式
参加者：
2022/5/29全国スカウト教育会議
参加者
表彰：かっこう章 ：宮崎賞人(浜松7団）：組織拡充目標達成Aランク：浜松12団
県連 ２０２２年度県連総会
2022/6/11 アザレア
特別有功章：齊藤晶子（浜松12団）、有功章：小笠原妙香（浜松12団）
チャレンジ１００ 静岡スキルフェスタ：CS部門火起こし1位 浜松1団
BS部門火起こし1位、手旗信号リレー1位、班旗立て2位 浜松12
18NSJ TS隊長会議 5月21日（土） 10：00～静岡県青少年会館
第18回日本ジャンボリー
→配布資料等 浜松地区 HP 行事＞１８NSJ TS に掲載
県連 中部ブロック静岡会場
事業期間
（18NSJ TS
浜松地区 結隊式保護者会実施
6月スカウト/IST県連面接（指導者は面接無し）
２５ＷＳＪ
6月末 日連にて派遣者内定→8月 15万円日連振込
6/19 申込期限(浜松７団杉山さん主：茶道体験）
青少年の家まつり
2022年11月20日（日）
打ち合わせ：７/１０、９／１９，１０／０８(各１５:００～）
前日準備 １１／１９（９：００～）
日連 創立１００周年記念事業

４：その他
地域貢献
可美中防災講座
2022/5/11，12
５：次回
７月１８日：月曜日：農村環境改善センター google meet 併用

浜松19団3名奉仕
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