平成 31 年

3月

団会議・団委員会

日

時

平成３１年 3 月 1 日㈮ 20：00 ～

場

所

団 舎

出席者 東 宏行 田宮俊行 富田樹良 福満康弘 鈴木敏文 櫻井泰典 西本みどり

西本湧希

中井優子 小西千登世 櫻井由華 出口早苗 村田幸子

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
※① 全国大会：2019 鹿児島、2020 神奈川開催 ② 18NJJ：2022 東京開催 ③13NA:2020 福島開催
※登録システム変更
※2019 年度スカウト初年度登録キャンペーンの実施（2019 年 4/1～2020 年 3/31）半期毎に奨励金申請要
★「セーフフロムハーム」通報相談窓口について
大阪連盟
・未来(あす)への集い

2/3㈰ 東団委員長参加

・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
⇒名当地区推薦３名/全３７名
★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)
※ 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 2019.5.19、カブラリー 2019.11.3、OSCAP2020（キャンポリー） 2020.8 月開催
●所属連盟章(記念版) 2019.4/1 より着用、大阪連盟加盟員に 1 枚無償配布
⇒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（団活性化・スカウト加入促進事業）
【3 ヶ団 1G＆地区が申請、１/末プラン提出】
※表彰申請 日本連盟特別年功章（3/2）
なんとう地区
・ﾋﾞｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ 1/20 次回 3/17 予定
・大和川クリーンキャンペーン３/３㈰午前中 大和川右岸
※地区優秀スカウト表彰申請 2/15 必着 地区コミショナーまで
※次年度年間事業計画準備中 事業計画会議 2/1⇒2/15（２月団委員長連絡会で素案提示予定）
◇セーム・フロム・ハームセミナー

2/24 グルメ杵屋本店

◇１泊野営法研修会：3/16㈯～17㈰

ｷｬﾝｯﾌﾟおおさか

①総務委員会
なし
②スカウト委員会
日本連盟富士顕彰・東宮御所他表敬
③指導者委員会

81 団 東悠希

④行事委員会

12/1㈰大阪マラソン
所属連盟章(記念版)

2019.4/1 より着用

大阪連盟加盟員に 1 枚配布

9/16(月祝)ｽｶｳﾄの日（ゴミ拾いや募金活動・社会奉仕や植林活動）ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ協賛
9 月中の活動

各団で話し合って取組んで欲しい。6/1～6/30 資材申込み

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

◆ 2/10 耐寒訓練

金剛山

４

４

２

◆ 2/17 ＢＰ祭

敷津浦福祉会

５

３

４

◇ 3/3 大和川ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ
◇ 3/17 おわかれパーティ
※5/25～26 春キャンプ 協力依頼
ＢＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

81 団舎

２

２

◆ 2/10 耐寒訓練

金剛山

２

３

◆ 2/17 早朝ｽｷﾙ UP・B-P 祭

敷津浦福祉会館

２

３

◆ 2/3

隊集会

ＶＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

ＲＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

◆ 2/3 BS 隊集会奉仕

１

◆ 2/10 金剛山 BS 隊奉仕

３

◆ 2/17 BS 隊奉仕

２

◆ 2/17 BP 祭

６

その他

その他

保護者

団関係

１

◇ 3/12 勉強会

議

事

３月３日 大和川クリーンキャンペーン
4/7 緑化募金

主催者より雨天の為中止連絡。隊集会あり

道路使用許可（約２週間前までに申請） バーコードつき用紙（新）
募金は、トラスト教会へ ・報告書は大阪連盟へＦＡＸ

4/7 上進式

10 時から CS→BS VS→RS

緑化募金（上進式終了後）

RS 隊 入隊式は別途行う

道路使用許可（約２週間前までに申請） バーコードつき用紙（新）

募金は、トラスト教会へ ・報告書は大阪連盟へＦＡＸ
5/12 募集活動 （忍者学校）住之江区役所後援
3/25 チラシ仕上がり
5/4 締切り
RS 主体で進行

4/4 週目学校配布・メール受付 4/7 打合せ

（昨年 20 名申込みあり 雨天で日程変更・住之江小学校・体育館）
VS スカウト 1 名

連絡 他
・所属連盟記念パッジ 70 周年 50 周年 登録人数分配布
・セーム・フロム・ハーム研修 2/24 3 名 東団委員長・富田副団委員長・櫻井隊長
登録

e-ラーニング ・ﾛｰﾊﾞｰｽｶｳﾄ以上成人必ず実施

・地区総会 4/21

優秀ｽｶｳﾄ申請

・東悠希 RS 富士ｽｶｳﾄ代表表敬訪問東宮御所

県連より 1 万円

団より往復運賃＋宿泊料（助成金より 本人請求後清算）
・富士章受賞者激励会

3/16OBP ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾀﾜｰｹﾞｽﾄﾙｰﾑ参加 東悠希 RS 鈴木 RS 隊長

来年度 東悠希 RS 海外派遣権利取得
・新留兄弟 登録料・隊費全額回収 次回から滞納不可
・2/22㈮「募金打合せ及び説明会」19 時大阪ｽｶｳﾄ会館 小西・村田
緑化募金 実施予定日 4/7㈰ （上進式の後）

昨年募金額

17800 円

・スキー（3/23～24 ひるがの高原）雪不足で中止・3/3 閉鎖
・表記変更 金剛山耐寒登山（NG）→ 耐寒訓練 登山は危険度が高いと判断され（保険申請時の照合）
・日本連盟規定集 団舎備え付け
・4/28 総会

議事や提案を変更するには、2/3 以上の議決が必要

・2/16 団審査完了

・来年度の件
連盟地区行事

団行事
4/7 上進式・緑化募金

4/28 こどもカーニバル

4/28 81 総会

4/21 地区総会
4/24 進級面接会

5/12 春の募集活動(忍者)
6/2 大阪連盟年次総会
7/22～8/2 第 24 回世界ｽｶｳﾄ・
ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ（ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ‣ﾒｷｼｺ）

8 月 図書館紹介展示
8/10～13 夏ｷｬﾝﾌﾟ信太山
8/24or25 図書館工作
9/8 住之江まつり
10/20 平林まつり
11/17 秋 の 募 集 活 動 ( 海

11/3 カブラリー

賊)

11/10 ｷｬﾝﾌﾟおおさか整備

12/22 クリスマス会

2/9 金剛山耐寒訓練

＊
＊

2/

地区 BP 祭

3/

大和川ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ

学くんデーは、４月に判明
地区行事は、２月団委員長連絡会議で

次回

4月

5日

（金）開催

