平成 30 年 8 月

団会議・団委員会

日

時

平成３０年 8 月３日（金） 20：00 ～ 21：00

場

所

団 舎

出席者

東 宏行 田宮俊行 富田樹良

櫻井泰典

西本みどり 西本湧希

中井優子 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
派遣隊 櫻井風花・出口あい・嶋田彩乃
混成派遣隊は 8/3 夜集発 ～

ＩＳＴ 東 悠希・黄 砂奈恵

8/10 帰阪

派遣団本部は 8/1 夜出発 ～ 8/11 帰阪

・24WSJ：2019 アメリカ（ｶﾅﾀﾞ・ﾒｷｼｺと 3 ヶ国ﾎｽﾄ）開催、大阪連盟面接 6/8or6/9 予定・日本連盟～推薦（2019.3
迄に１級進級条件）
・日本連盟 100 周年記念記章配布：４月末登録人数分＠200
・第 18 会日本スカウトジャンボリー会場は、東京・兵庫が立候補
・
「平成 30 年 7 月豪雨」災害に関する募金活動の受付 連盟 HP に掲載 「義援金」
「見舞金」
「活動支援金」
・「平成 30 年 7 月豪雨」各地域での義援金実施のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
大阪連盟
・日赤水上安全短期講習会
・消防章講習・考査会

7/8㈰大阪市立いくの中学校

7/15㈰阿倍野防災センター

・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」
大阪連盟未来プロジェクト助成金制度（2019 年度開始 団活性化・スカウト加入促進事業助成金制度）
・大阪連盟キャンポリー「ＯＳＣＡＰ２０２０」８月開催 （滋賀県希望ヶ丘）準備委員会発足
・大阪連盟各地区内コミッショナー任期更新

2018.7.1～2020.6.30

なんとう地区
・17NSJ 地区内派遣隊・合同訓練キャンプ 7/14～7/16 キャンプおおさか
・「30 年度自転車章講習会」7/1 開催 花と緑の交流館（対象 BS2 級以上・VS）
・ビーバーランド 7/22 あべの区民センター（次回 9/16）
・ボーイスカウト講習会 9/30 なんとう地区運営担当
地区名簿ﾃﾞｰﾀｰ配布（2017 なんとう地区ｷｬﾝﾎﾟﾘｰ報告書、地区規約含む）
・第 24 回世界ｽｶｳﾄｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ(24wsj・2019) ２次募集 8/19 国際委員長まで
ｽｶｳﾄ (BS・VS・RS)900 名
IST

参加隊指導者 100 名

2019.7/21～8/5 16 日間

派遣団本部 30 名以内 国際ｻｰﾋﾞｽﾁｰﾑ員 40 名 2019.7/19～8/6 19 日間

派遣経費 見込み 1 人あたり約 55 万円 （内定後 1 人 16 万円予納金

9/20 までに）

◆指導者研修会 7/11（日） 19：30～ あべの区民センター
◆地区協議会

7/31(火)

19：30～ 聖愛教会

◆進級面接会

7/25(水)

19：30～ あべの区民センター OR 友情会館

・地区登録状況
（5 月末日付）S 316 名

L 344 名（内団委員 175 名） SC 6 名

（BVS：２２⇒25 CS：６８⇒６９

・各委員会

なし

BS：８３⇒８４

総計 666 名（＋6 名）

VS：５３⇒５３ RS：８２⇒８５）

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

◆ 7/1 水泳訓練

長居公園プール

２

３

２

◆ 7/29 夏キャンプ準備

81 団舎

２

３

２

◇ 8/12～8/14 夏季舎営

紀北ｷｬﾝﾌﾟ場

◇ 8/26 反省会と工作
ＢＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

◆ 7/8 隊集会

81 団舎

１

３

◆ 7/22 水泳訓練

浜寺公園ﾌﾟｰﾙ

１

１

その他

◇ 8/11～8/14 夏季ｷｬﾝﾌﾟ
◇
ＶＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

その他

◆
◇ 8/11～8/14 夏季ｷｬﾝﾌﾟ
ＲＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

保護者

団関係

◆ 7/16 勉強会予定
◇ 8/11～8/14 夏季ｷｬﾝﾌﾟ

議

事

・第４４回住之江まつり 7/15 実施

「作って遊ぼう」・ゲームとリサイクル工作

カブ入隊者面接 那須秀飛(ｼｭｳﾄ) 夏季ｷｬﾝﾌﾟで入隊式
今回、延びた事も広報していなかった。猛暑。子供会が帰ったあとは人ではすくなかった。
・８月図書館 紹介展示 世界のﾎﾞｰｲｽｶｳﾄと・感想文「ボーイスカウトをやって良かったなと思う一言」
感想文の依頼 各隊スカウト 保護者代表 団委員長よりメールにて
・第 17 回日本ｽｶｳﾄｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ 8/4～8/10 (りふれっしゅ村 鉢ヶ崎）8/3㈮９時住吉大社集合～見送り
・夏季キャンプ帽子 81 統一キャップ着用（ワッペン貼付）
・

CS 制帽

・夏季キャンプ
8/11～8/14 ﾟ 紀北青少年の家
トラックレンタル２ｔ車
県外申請

8/10 20 時迄に（東団委員長）同乗 嶋田 RS 兼濱 RS

8/2 提出済み

8/11 ８時団舎集合 積込み （荷物がある場合 前日までに）終了 出発

東団委員長・富田副団委員長・田宮副団委員長(現地) 160 井上隊長野営(車で)106 吉田隊長
(別途？)

櫻井隊長・嶋田 RS・兼濱 RS・VS

8/12 バス出発（ 9：00 玉出中学(106 団) 9：15 ﾋﾞｯｸﾘﾄﾞﾝｷｰ前 9：30 ﾎﾟｰﾄﾀｳﾝ東 160 団）
・到着直ぐに入隊式
・19：30 肝試し
8/13 BS 隊

ハイキング出発地点 6ｋまで車両の依頼 （駅から駅まで歩く） 櫻井隊長不在
スカウト２名 同行黄副長補(RS)嶋田副長補(RS)
田宮副団委員長、井上隊長の車を使用

CS 隊 スイカ割りの準備
夕飯 ３７人前

ピザ・唐揚げ（注文は舎営の分のみ）

ＢＳ隊チンジャオロース・豚肉のもやし炒め
8/14 昼食 全員食堂
１４時セレモニー
・図書館工作

8/19

１４：３０バス乗車出発 ⇒ﾎﾟｰﾄﾀｳﾝ東 ⇒玉出中学校 ⇒ﾋﾞｯｸﾘﾄﾞﾝｷｰ

「どんぐり」

・秋の募集活動の件
11/3 実施 内容 ポイントラリー 海賊
住之江区後援の申請

９月に住之江区役所へ提出（申請から２週間後 承認）

場所：住之江公園 （雨天 住之江小学校体育館を押さえておく）
・住之江ボートより、協賛金入金（小切手）
・第 17 回日本ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ ９時集合：住吉大社
・地区優秀スカウト復活 来年３月から実施 M（30.7/31 地区協議会にて提示）
・9/17 地区わくわくアウトドア奉仕者

富田副団委員長・出口団委員

・8/19 第 17 回日本ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ報告式・解散式
・私市野営整備 9/20 締切

9/29-9/30

・ボーイスカウト講習会 9/30 実施
・小学生防災探検隊マップコンクール
・大阪マラソン奉仕

11/7 必着

9/28 締切

次回９月の会議は９月７日（金）２０：００開催

