令和元年 ５月

団会議・団委員会

日

時

平成３１年５月１０日㈮

場

所

団 舎

出席者

東 宏行

田宮俊行

20：00 ～ 21：40

富田樹良 福間康弘 西本湧希 櫻井泰典 西本みどり

中井優子 小西千登世 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
※2019 年度ｽｶｳﾄ初年度登録ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日）半期毎に奨励金申請要
大阪連盟
※ 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 …… 4 月中に変更
なんとう地区
※次年度年間事業計画 事業計画会議
・５月指導者研修会「スカウトソング研修会」5/8(水) 締切 5/1 定員３０名
・看護法講習会・家庭看護法講習会（BS 京都連盟開催）6/9 京都先端科学大学 対象 VS BS(中 2・2 級以上)
①総務委員会
2020.8/11㈫～15㈯ OSCAP2020
2019.11/3㈰ カブラリー 万博記念公園
2019.5/19㈰ ﾋﾞｰﾊﾞｰ大会
2019.3.23 選抜高校野球奉仕

地区から 106 団 119 団から 2 名

キャンプおおさか整備 4/14 終了
4/21㈰こどもカーニバル 大阪城公園太陽の広場 地区５名奉仕
6/1～7/12 スカウトの日 活動資材申込み
5/18～19 私市野営場 令和元年第１回整備参加募集 5/19 まで
②スカウト委員会

③指導者委員会

④行事委員会

各隊のプログラム・スカウト状況報告
ＣＳ隊
◆ 4/7 上進式・緑化募金

ﾘｰﾀﾞｰ

３

６

３

６

新北島南公園・住之江公園付近

ｽｶｳﾄ

◆ 4/28 隊集会・基本訓練

新北島南公園

その他

◇ 5/12 春の体験会・ｷｬﾝﾌﾟ準備
◇ 5/25-26 春ｷｬﾝﾌﾟ

生駒山麓公園・野外活動ｾﾝﾀｰ(106･81 合同 25 名)

ＢＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

◆ 4/7 上進入隊式・緑化募金

新北島南公園・住之江公園

４

１

◆ 4/14 基本訓練

81 団舎

３

１

◆ 4/21 募集活動準備

81 団舎

３

１

◇ 5/12 早朝ｽｷﾙｱｯﾌﾟ･募集活動

団舎･住之江公園

◇ 5/18～19 キャンプ

その他

鳥取池緑地･桜の園

◇ 5/26 ｷｬﾝﾌﾟ反省片付け
ＶＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

◆ 4/16 隊集会

１

２

◆ 4/25 隊集会 個人ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

１

３

◆ 4/20 地区ﾍﾞﾝﾁｬｰ会議

１

その他

◇ 5/12 ｽｶｳﾄ救急法講習会
◇ 5/15 隊集会
ＲＳ隊

ｽｶｳﾄ

ﾘｰﾀﾞｰ

◆ 4/7 上進式・緑化募金

住之江公園・団舎

３

１

◆ 4/28 団総会

新北島集会所

４

１

◇ 5/12 募集活動

住之江公園

◇ 5/18-19 RS 入隊式

鳥取池緑地･桜の園

議

その他

事

・5/12㈰春の体験会「君も忍者になろう！」
ｽﾀｯﾌ 22 名(RS 隊５名 VS 隊１名 BS 隊 5 名
体験者 3 名

CS 隊５名 団委員.理事８名) CS ｽｶｳﾄ 81.2 名 106.7 名

スカウト

６：００ ＲＳ丸太４ｍ運搬往復と組立

ＢＳ早朝スキルＵＰ

８：００ 団舎（備品積込み） 東団委員長.西本 CS 隊長.兼濱 CS 副長 他
８：３０ 住之江公園花壇集合

車プール場駐車場

受付・各ﾎﾟｲﾝﾄ準備

2.侵入術(BS 隊）3.壁伝いの術(RS 隊) 4.記憶術 5.床忍び術(RS・CS)

1.手裏剣術

９：３０ CS スカウト集合 ・

準備完了

９：４５ 体験者受付開始・体験者名簿確認

ﾊﾁﾏｷ作り・衣装

１０：00 開会セレモニー
導入・組別・指令書・ 1 組 １→２→３→４→５ ２組 ４→５→１→２→３
ゴール 点数・修了証・記念品
終わりのセレモニー

～撤収・CS 隊 引き続き組集会

・5/25㈯～26㈰ CS 隊カブホリデー・くまキャンプ（106 団合同） 生駒山麓公園ｷｬﾝﾌﾟ場
＊委細計画書

東団委員長・富田副団委員長

依頼事項：団舎の荷物 10：30 近鉄生駒駅付近

106 団松田さん.団委員長
(カブ買い物)

お茶準備・カレー・ナン作り・２日目米飯(炊飯器持参)
・5/18～19 BS ｷｬﾝﾌﾟ・RS 入隊式

鳥取池緑地･桜の園

集合 8：00 団舎 （8：30 にお願いします。）
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 夜ソーラー作り 翌日ウインナーを焼く。ハイキング
・8/10～8/13 夏季キャンプ 信太山青少年野外活動ｾﾝﾀｰ
6/16㈰ キャンプ場下見（信太山青少年野外活動ｾﾝﾀｰ）
出発 13：30

受付 14：30

車 8 人乗り 次回団会議時人数確認

現時点で予約 野営 40 名 舎営 40 名
野営 BS4 名

5/14 までに人数申込

RS1 名(隊付き別) 小西 小西父 二渡さん希望

・パソコンの件
ソフトが古く 各自作成のデーターが、団舎の PC に対応しない。
新しいソフトを購入で対応できるか？
または、中古品などの購入が良いか
金額なども含めしらべる

→ 西本ゆ VS 隊長

・団ホームページの件
鈴木さんからＨＰ管理者を変わって欲しい依頼 → 西本 CS 隊長へ引き継ぐ
検討事項
提 案

稼働しているのは、ＣＳﾍﾟｰｼﾞのみ

ＢＳﾍﾟｰｼﾞ 嶋田雅宝 BS が写真ＵＰする

ＨＰをやめて「フェイスブック」
「ツイッター」の検討を
写真ＵＰがＨＰは形式をきっちり作成が必要。
「フェイスブック」スマホで写真ＵＰできる。年間無料。兼濱ＲＳに依頼中
「ツイッター」

次回 6 月７日（金）開催

・来年度の件
団行事
4/7 上進式・緑化募金

連盟地区行事
4/28 こどもｶｰﾆﾊﾞﾙ

4/28 81 総会
5/12 春の募集活動(忍者)

4/21 地区総会･菊表彰(兼濱伶帆)
4/24 進級面接会

5/19 ﾋﾞｰﾊﾞｰ祭り

5/18～19 私市野営場整備

5/8(水)指導者研｢ｽｶｳﾄｿﾝｸﾞ｣5/1
5/12 講師養成講｢BS 救急法講習会｣
5/12 BS 向｢心肺停止時の応急処置
講習会｣

6/2 大阪連盟年次総会

6/9 看護法・家庭看護法講習会
(京都連盟)5/27 締

7/22～8/2 24WSJ（ｱﾒﾘｶ・

7/7㈰指導者講習「日赤水上安

ｶﾅﾀﾞ‣ﾒｷｼｺ）

全法短期講習会」6/17 締

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

8/25㈰わくわくｱｳﾄﾄﾞｱ

9/8 住之江まつり

9/23 BS 講習会（なんとう地区）

10/20 平林まつり
11/17 秋の募集活動(海賊)

11/3 第 28 回ｶﾌﾞﾗﾘｰ
11/10 ｷｬﾝﾌﾟ大阪整備

12/22 クリスマス会
2/9 金剛山耐寒訓練

＊
＊

1/13 セーム･フロム･ﾊｰﾑｾﾐﾅｰ

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

