平成 30 年４月

団会議・団委員会

日

時

平成３０年４月６日（金）20：00～

場

所

団 舎

出席者

東 宏行 田宮俊行 富田樹良

福間康弘 鈴木敏文 櫻井泰典 西本みどり

中井優子 出口早苗 村田幸子

開 会
報告および協議
日本連盟
・17ＮＳＪ（2018.8/4～8/10）石川県珠洲市 りふれっしゅ村鉢ヶ崎

3/27 申込み締め切り

櫻井風花・出口あい（第２隊 隊長 123 団 河野隊長 ）
・24WSJ：2019 アメリカ（ｶﾅﾀﾞ・ﾒｷｼｺと 3 ヶ国ﾎｽﾄ）開催、25WSJ（2023 韓国開催）派遣経費約 55 万見込み
大阪連盟
・富士スカウト面接：3/22（終了）大 81VS 東悠希（高 3）
・選抜高等学校野球大会 奉仕：3/23 地区３名が国旗行進（4/4 閉会式予定）
・大阪市こどもカーニバル：4/22
・ユース会議次年度役員推薦（終了）及び 地区代表（正１・副 2）推薦(4/17 締め)
・ユース会議：teamR2D ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加募集（終了）
・日本連盟特別年功章表彰申請：大阪連盟（終了）
・大阪連盟登録５０年表彰申請：大阪連盟（終了）
・大阪連盟 70 周年・振興会 50 周年記念事業（2018 年からの 3 カ年計画）
テーマ：
「未来{あす}に向かって 体験！感動!!スカウティング」
・大阪連盟キャンポリー「ＯＳＣＡＰ２０２０」について（内定）
2020 年 8 月 11 日～15 日（4 泊 5 日）1300 名予定

滋賀県文化事業団

希望が丘文化公園（候補地）

・平成３０年度年次総会運営（なんとう地区担当）
：6/3 各団１名奉仕依頼（団代表・連盟・地区役員除く）
なんとう地区
・3/4 大和川クリーンキャンペーン（終了）
・１泊野営法研修：3/10 土～3/11㈰ キャンプ大阪（終了）全１５名参加

81 団 櫻井 BS 隊長

・進級面接：3/28 菊１名
・地区総会：4/15 AM:グルメ杵屋本社 3F →

17NSJ 参加隊指導者任命式 PM 結隊式・隊集会・保護者会

2017 なんとう地区ｷｬﾝﾎﾟﾘｰ報告書冊子
平成 30 年度（2018）事業計画（案）
◆団委員長連絡会・団委員長ラウンドテーブル 4/24(火)19：30～ 聖愛教会
◆進級面接会

(団委員長・副団委員長)

3 月 25 日(月)19：30～ あべの区民センター

・地区登録状況（４月１日付）S 309 名

L 341 名（内団委員 175 名） SC 6 名 総計 656 名

（BVS：２２名 CS：６８名 BS：８３名 VS：５４名 RS：８２名）
① 総務委員会
登録完了
② 行事委員会
③ スカウト委員会

④ 指導者委員会
⑤ 行事委員会

各隊のプログラム・スカウト状況報告
ＣＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

その他

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

その他

◆ ３/４ 大和川クリーンアップ
◆

3/18 さよなら集会(合同)

◇
◇
ＢＳ隊

◆ 3/4 大和川クリーンアップ作戦

大和川

0

◆ 3/18

81 団舎

３

１

４

４

早朝ｽｷﾙ UP 集会

◆ 3/23～24

スキー訓練

おんたけ 2240

５

◇ 4/8 上進式・緑化募金
◇ 4/15 ＣＳ隊合同野外料理
◇ 4/28～30 阿倍野地区合同キャンプ
ＶＳ隊
◆ 3/14 第 12 回隊会議

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

保護者

その他

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

保護者

団関係

団舎

◆ 3/22 大阪連盟(富士章)面接
◆ 3/23-24 BS 隊ｽｷｰ訓練
◆ 3/26-27 やっかいもんうまいもん(琵琶湖ｷｬﾝﾌﾟ)
ＲＳ隊
◆ 3/3 RS 会議

３

◆ 3/16 RS 会議

３

◆ 3/18 スキー

３

１

◇ 4/7 倉庫整理
◇ 4/14～4/15 入隊式 長居ユース

議

事

検案事項

登録費 4000 円団負担の件。
RS が２５歳になった時の団役務について
東団委員長より、本人たちの意思確認。 現状仕事の都合もあり、団委員を希望
現状、団委員も動ける人員が限られている。

4/7㈯ 倉庫整理班・テント整理班(ﾃﾝﾄを立てて要不要の判断) → 雨の為 日を改める
4/7㈯ 育成会会議

・4/8（日）上進式 集合９:３０団舎（団委員） 開会 １０時 新北島南公園
進行係：
（中井団委員 ）

・進行表の準備（櫻井 BS 隊長）

準備物 お盆・チーフ・国旗・隊旗
上進者 BS→VS ３名 兼濱伶帆・源楓花・奥山咲良
※VS→RS ５名 東悠希・兼濱伸吉・小西彩由・嶋田虎泰・新留康裕
ただし、RS 隊 4/14～4/15 長居ユースにて上進式
緑化募金

11 時 （団舎にもどり） 準備は全員でする。

緑化募金用品 ・募金箱（完封シール添付）

・たすき ・羽シール

・ピンバッジ港南高校デザイン（300 円以上で）
・旗 ・掛け声パターン
周辺

・ポスターなど ラミネート活用

・実施場所

地下鉄住之江駅

１か所の人数 （６～７名）

・時 間

（１か所 約２０分位 ３か所移動）

・
「道路使用許可書」
「認可証」を必ず携帯 ）
CS 保護者会

11 時頃

総会資料打ち合わせ
・4/

・育成会定例総会案内状 配布（一部 郵送）

育成会役員会

・4/22

育成会定例総会

・4/15 地区総会 出席確認（各隊長も参加の事。または、委任状）
17NSJ 結隊式 出口あい・櫻井風花・嶋田彩乃・ 保護者会 15～16 時 (参加費 5 万・隊費 1 万・
バス代 3 万）
・富士章面接 3/22 東悠希（終了）
・6/3 大阪連盟年次総会 なんとう地区担当各団奉仕

富士章表彰・81 団東悠希

・1 泊野営法 櫻井 BS 隊長講師参加
・救急法指導者講習会（養成講座） 資格者対象
・4/21㈯夏キャンプ 紀北青少年の家 東団委員長の車 8 名乗り 西本 CS 隊長・田中隊長・160 5 名
・CS キャンプ 5/26-27 甲山 （81・106・160 合同） 団委員へお手伝い依頼
休日は、車の許可必要・野営と舎営
・5/13 春の勧誘イベントの件
後援：住之江区役所申請中 → チラシ印刷ネット注文 → 各小学校へ持込み
・小磯尚大くん結婚

4/28 心斎橋協会にて（大阪セントバース教会）

・各隊リーダーの件
ベンチャー女性リーダーが不在
・VS 隊 琵琶湖キャンプ（平日） スカウトのみ リーダー不在
ラウンドテーブルでリーダー不在でも良いのかの意見があった。
活動自体は可。 連絡は、取り合い すぐ動けるようにスタンバイしている。
これから、女子のみの活動になる。副コミッショナーは、陰から見守る方が良い
今回、結果的に男子１名で後は女子

キャンプ場

VS 活動自体は、自分たちで行うもの
今の時代の、危機管理。 女性リーダー不在

次回 ５月の会議は

５月

１１

日（金）２０：００開催

