平成 30 年１２月

団会議・団委員会

日

時

平成３０年１２月７日㈮

場

所

団 舎

出席者

20：00 ～ 21：05

東 宏行

田宮俊行

富田樹良

中井優子

櫻井由華

村田幸子

団訪問

櫻井泰典

西本みどり

コミッショナー

開 会
報告および協議
日本連盟
・24WSJ：2019 アメリカ（ｶﾅﾀﾞ・ﾒｷｼｺと 3 ヶ国ﾎｽﾄ）開催
・日本連盟 100 周年記念記章着用開始 ～ 2022 年 12 月末まで（追加購入＠200）
・創業 100 周年ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ動画配信：岡田武史ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ（FC 今治ｵｰﾅｰ、元ｻｯｶｰ日本代表監督、元大阪第 44 団ｽｶｳﾄ）
※① 全国大会 2019 鹿児島、2020 神奈川開催 ②18NJJ 2020 東京開催 ③13NA:2020 福島開催
※登録システム変更（準備中）
大阪連盟
・ｽｶｳﾄﾌｫｰﾗﾑ 11/4㈰

（VS 代表スカウト 4 名

アドバイザーRS2 名）

・ｷｬﾝﾌﾟおおさか整備 11/11㈰ （ほくせつ＆なんとう地区担当）
・安全ﾌｫｰﾗﾑ 11/25㈰ 清風寺（大阪市福島区）
・ユニセフ・ﾊﾝﾄﾞｲﾝ・ﾊﾝﾄﾞ募金

12/23㈰あべの HOOP

・大阪市消防局出初式

1/6㈰AM 市民ﾊﾟﾚｰﾄﾞ奉仕 40 名・BS 以上（なんとう地区担当）募集 12/20 締切る

・消防章講習・考査会

2/17㈰ 締切り 12/16

・選抜高校野球奉仕 事前訓練 3/3・10・17 前日リハ 3/22 開会式 3/23 閉会式 4/3⇒締切り 1/7
・大阪連盟海外派遣事業「2019 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾊｲｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾝﾌﾟ」2019.3/22～4/1 (地区より 1 名参加申請)
※ 大阪連盟 70 周年・振興会 50 周年記念事業（2018～2020 年の 3 カ年）
テーマ：
「未来{あす}に向かって 体験！感動!!スカウティング」
ビーバー大会 2019.5 月、カブラリー 2019.11、キャンポリー 2020.8 月開催
⇒すべての準備委員会がスタート
⇒記念シンボルマークを、地区内・団内でも推進しよう！！
※助成金制度活用（2019 年度開始 団活性化・スカウト加入促進事業）【3 ヶ団
・・・12/1 説明会開催予定：大阪スカウト会館
なんとう地区
・救急章考査会 11/4㈰大阪第 44 団集会所（救急法講習会参加者のみ）5 名合格
・私市野営場整備：台風で延期の再設定 11/10㈯～11㈰
・ＶＳ縦走ﾗﾘｰ 11/17㈯～11/18㈰ 六甲山系
・ﾋﾞｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ 11/18㈰ あべの区民ｾﾝﾀｰ他

4 名完走
完了

・技能章考査員 12/31 任期満了 推薦者 12 月連盟理事会審査
・指導者研究会（パイオニアリング）11/23 祝
※進級面接会

（終了）

11/28(水)菊スカウト 1 名予定

◆ 団委員長連絡会、地区役員選考会

12/25㈫19：30～聖愛教会

◆進級面接会(菊・隼・富士)：12/12(水)

1G＆地区が申請】

※全指導者研修会「安全・危機管理」1/14(祝)(株)ｸﾞﾙﾒ杵屋本社：閉会後新年互例会開催
・地区登録状況
（4 /1 付）

S 308 名

（10/末付） S 328 名

L 342 名（内団委員 175 名） SC 6 名

総計 656 名

L 348 名（内団委員 176 名） SC 6 名 総計 681 名

Ｓ ＋21｜1 名

【 総計 ＋22 名/年間増目標 70 名 】

（BVS：２２⇒３４ CS：６８⇒７３ BS：８３⇒８４

VS：５３⇒５３ RS：８２⇒８４）

①総務委員会
登録のパスワード変更
登録費値上げ 指導者等 11,400＋900 スカウト 7000
スカウト現在 6000 円（12 月入団は、半額の 3000 円）
登録には、セーム・フロム・ハームが条件
②スカウト委員会
・大阪市消防局出初式

1/6㈰AM 市民ﾊﾟﾚｰﾄﾞ奉仕 40 名・BS 以上（なんとう地区担当）募集

・ＶＳ縦走ﾗﾘｰ 11/17㈯～11/18㈰ 六甲山系
・ﾋﾞｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ 11/18㈰ あべの区民ｾﾝﾀｰ他
・選抜高校野球奉仕 締切り 1/7

4 名完走
完了

地区面談 1/13 連盟選考会 2/11

・私市野営場整備：台風で延期の再設定 11/10㈯～11㈰ 東団委員長参加 14 名
③指導者委員会

④行事委員会
・ｷｬﾝﾌﾟおおさか整備 11/11㈰ （ほくせつ＆なんとう地区担当）9 名募集
・大阪マラソン奉仕 東団委員長・出口委員
・大阪国際女子マラソン奉仕沿道奉仕 1/27
・24ＮＳＪ 2019 年

２個隊派遣

各隊のプログラム・スカウト状況報告
ＣＳ隊
◆ 11/3 募集活動

住之江公園

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

３

３

その他
１

(２名入隊希望 4 年生 2 年生）
◆ 11/11 渡船ハイク（106.81）

３

５

１

◆ 11/23 秋のお茶会とｽﾀﾝﾂ準備（106.81）

２

４

２(体験)・３

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

１

１

（木村君参加）
（木村君参加）

◇ 12/9 餅つき大会とｽﾀﾝﾂ練習

生根神社

◇ 12/23 ｸﾘｽﾏｽ会

南加賀屋公園

ＢＳ隊
◆ 11/3 募集活動

住之江公園

◆ 11/11 早朝ｽｷﾙ UP 集会

団舎

２

１

◆ 11/18 工作

玉出西公園

２

２

（合同）

◇ 12/9 早朝ｽｷﾙ UP 集会・ｸﾘｽﾏｽ準備 団舎
◇ 12/16 3 団合同ﾊｲｷﾝｸﾞ三団合同（106 担当）信太山
◇ ｸﾘｽﾏｽ会

南加賀屋公園

その他

ＶＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

ＲＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

◆ 11/3 募集活動

住之江公園

４

◆ 11/11 CS 隊集会奉仕(渡船ｻｲｸﾘﾝｸﾞ)

１

◆ 11/11-12 東京連盟 100km ﾊｲｸ

２

◆ 11/12 RS 会議

４

その他
保護者

団関係

１

◇ 12/10 勉強会

議

事

・秋の募集活動 「海賊の宝を探せ！」11/3㈯ 10 時～13 時 場所 住之江公園
内容 公園内ポイントラリー・宝さがし

参加者 体験７名 ＋ CS３名＝１０名

2 名入隊希望（なかもり君 2 年生 桜田君 4 年生）
学校へのチラシ配布が良かった（春と秋の募集活動） ・今まで知らなかったの意見があった
今回は女の子の参加が無かったのは｛海賊｝だから？ 来年も早く日程を決めてＲＳ隊の協力を
・平成３１年夏季キャンプ

8/10㈰～13㈫ （ＣＳは 11 日㈰から） 信太山ｷｬﾝﾌﾟ場予定（予約済み）

・クリスマス会の件
12/23(日･祝)南加賀屋南公園
模擬店 ①焼きそば(75 食) ②ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ(60 本

)③飲み物(100 本)

各隊模擬店(目安) CS デザート(50 食) BS 白玉粉焼(50 食) VS 豚汁・ミルクせんべい(各 50 食)
OB,育成会

輪投げ・ ダーツ

器は育成会でまとめて購入 種類・個数 12/22 14 時までに東副会長まで
輪投げ・ダーツゲーム景品は団で購入
各隊スタンツ リーダー、有志でのスタンツ

ゴミ収集依頼
司会進行担当 ＲＳ

舞台設営
前日 22 日㈯準備 団舎・集合（午後 2 時）
当日 午前８時 団舎集合 積込み（レンタカーAM８時開店）
・公園現地集合 ８時 50 分
入隊式

10 時 30 分

ＢＳ木村くん(岡山より転団) ＣＳ桜田くん小 4・中森くん小 2
司会 中井団委員

･ 開会式
模擬店開始

10 時 50 分
11 時

スタンツ開始

12 時 30 分 （スタンツ中模擬店、ゲームは休止）

模擬店終了

２時

閉会式

２時

※一般の大人はお断りする。子供と一緒の場合は、受付でゲーム券のみ。
スカウトの知り合いはＯＫ
・忘年会 12/23㈰18：30 丸亀 会費 4500 円（締切り 12/7）

・選抜高校野球奉仕 締切り 1/7 参加資格高校 1 年 2 年 地区面談 1/13 連盟選考会 2/11
・特別年功 50 年表彰 福間隊長申請
・来年度以降 入団登録で団へ 3100 円還付
・1/14(祝)全指導者研修会「安全・危機管理」
：閉会後新年互例会開催 グルメ杵屋（副長補・ﾃﾞﾝﾘｰﾀﾞｰも）
・12/9 CS 餅つき 生根神社 8 時～ 東団委員長(9 時) 新留副長補
・1/12㈯まなぶ君デー 低学年前回と同じ「15 少年漂流記」
西本隊長 スタッフ
高学年

CS3 名（那須さん・黄さん・村田委員）

櫻井隊長 スタッフ RS 隊へ依頼・小西さん
※福間 RS 隊長へ東団委員長より４名位

・スキー参加募集（3/23～24 ひるがの高原）
・安全フォーラム

冬の活動について、低体温症は風速 1ｍ毎に１℃下がるので十分注意
自転車の安全について
熱中症１人倒れると次々と連鎖反応になる
食中毒 野外活動特に 鶏肉の生・半煮えは食べさせない。死に至る場合もある。
事故・事件が起きた時のそなえ

マスコミ対応について

・団訪問 コミッショナーコメント
登録 カブ隊入隊予定者が、小学 2 年生 ⇒ ＢＶＳ隊も無く。カブ隊への入隊希望（年齢不足）
荒木氏へ一報。団訪問時に、コミッショナーに相談で承認。登録可
前回の団訪問で、東団委員長より、
目標 スカウト

3名 →

5名

隊指導者を増やす

結果 4 名
未達成

東団委員長から地区への積極的な参加依頼
・1/6㈰出初め式 カブ見学参加
・1/12㈯ まなぶ君デー
・2/10㈰ 金剛山耐寒登山

次回

１月の会議は

１月 4 日㈮

20：00

