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３４期 第７回 団会議 議事録 
日  時： 平成１９年１０月２０日１９時～２１時 

場  所： 宮田学供 

団 委 員： 椎葉浩、苅谷、柴原、小林、佐藤、椋野、家田哲、伊藤満、勝野、長瀬、花枝、古澤光、 

伊藤裕、伊藤ひ、永井昌、高木   ４ 名 

隊指導者： ［ロ］古澤一、［ベ］八木、伊藤貴、［ボ］家田昌、石原、青山、古澤豊、竹市、伊藤智、 

［カ］永井、椎葉育、椎葉文、［ビ］椎葉梨、安田   ５ 名 

 

議題 

１．各隊報告 

１）ローバー隊      

 ９月１６日 地区スカウトフォーラム 犬山野活 Ｓ：１ Ｌ： 他： 

      

２）ベンチャー隊      

      

３）ボーイ隊      

 ９月１６日 オオカミ班班会議 草井学供 Ｓ：５ Ｌ：５ 他： 

 ９月１６日 コブラ班班会議 草井学供 Ｓ：４ Ｌ：５ 他： 

 ９月２３日 明治村下見 明治村 Ｓ：３ Ｌ：４ 他： 

 ９月３０日 施設見学 明治村 Ｓ：６ Ｌ：４ 他： 

１０月 ８日 サイクリング下見 常滑 Ｓ：３ Ｌ：５ 他： 

１０月１３・１４日 長距離サイクリング 常滑 Ｓ：７ Ｌ：７ 他：２ 

今後の予定      

１０月２８日 スカウトの集い 名古屋    

１１月１１日 友団ポイントハイク 江南・大口    

４）カブ隊      

 ９月１７日 友団ソフトボール大会 蘇南グランド Ｓ：１３ Ｌ：９ 他： 

 ９月２９日 リーダー会 クラチカメラ Ｓ： Ｌ：８ 他： 

１０月１４日 組集会（いもほり） 永井隊長宅畑 Ｓ：１１ Ｌ：５ 他： 

今後の予定      

１０月２８日 スカウトの集い 名古屋    

１１月１１日 組集会     

５）ビーバー隊      

１０月１３日 ひろうぞビーバー  Ｓ：３ Ｌ：４ 他：１ 

今後の予定      

１０月２８日 スカウトの集い 名古屋    

１１月 河川環境楽園 川島    

 

２．地区委員会報告（各担当団委員） 

１０月１４日地区委員会議事録配付。資料回覧あり。 

 

３．特別議題 

餅つき大会・ファミリー忘年会 

 餅つき大会と入隊上進式を同時に行う。開会式９：３０とする。 

 団地集会所１１月１日申し込み。１日取れれば、午後ファミリー忘年会を行う。 

 

来期年プロ（11/10 年プロ会議予定） 

・団行事：２月 BP 祭（2/17 or 2/24 BS 隊にて決める） 

・地区行事：5/3～5 地区キャンポリー 

 （スキー：2/2～3 予約したが、CS 隊は 1/26 日帰りにしたい） 
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ボーイスカウトの集い 

・当日 10/28 CBC ラジオにて 6：29～6：30 の間で 10 秒間、 

 「本日のボーイスカウトの集いは予定通り実施／ 

 セレモニーのみ実施」の放送あり。 

 （セレモニーのみの場合 11:00 からセレモニー） 

・地区委員会にてゴミ袋配付された。当日持参。 

 （可燃ごみ・不燃ごみ各１袋）  

 ごみはゴミステーションで回収される。 

・各地区のブースで受付する。 

・同日、オアシス２１で「ワールドコラボフェスタ」開催 

・倉地千：愛知県代表で 100 周年宣言のため 

 7:30 現地集合（朝は椎葉育引率） 

 100 周年宣言は 11:25 から 

・江南市役所でのセレモニー担当：石原 

 

環境フェスタ・牛乳パック回収（母の会バザー10/27） 

 10/27 朝マーキー設営：椎葉浩・椎葉梨・石原 

 10/27 担当：苅谷・椎葉浩・椎葉育・椎葉梨 

 10/28 担当：苅谷・石原 

 10/28 午後マーキー撤収：青山・小林 

 

指導者救急法講習会 

 10/21（日）さらさくら 参加費 1500 円 

 CS 隊：椎葉育・平山・椎葉文、BVS 隊：椎葉梨、藤スカウトクラブ：苅谷副団委員長 

 

広告募集要項 

・最終版配付。決定。 

 

寺井尚子バイオリンコンサート（無料券 10 枚あり） 

 

アメリカ連盟フィルモント派遣（10/31 締め切り） 

 

２３ＷＳＪ日本招致募金について（各団 2000 円以上） 

 団内有志で寄付する。 

 

ユニセフ募金 

 案内届いた→BS 隊 

 

愛知県ゴルフ大会（11/16 締め切り） 

 

年賀ハガキ斡旋（10/24 県連締め切り） 

・注文する人は 10/23 までに石原事務長へ連絡願う 

 

ボーイ隊サイクリング評価反省 

・セレモニーは制服で実施すること。欠席者・途中参加が多かった。 

 

ＷＢ計画 

 

４．その他検討事項 

江南団地で飛行機飛ばし大会を行うため講師の要請あり。日程未定 
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備忘録 

No 項目 概要  

１ デンリーダー講習会 9/9（日）布袋北学供 申し込み締め切り 8/31（平山・上田・多田） 済 

２ 友団ソフト 9/17（月）蘇南グランド。予備日 9/24（月）草井グランド 

マーキー設営：6:30 藤ハウス 永井・青山・佐藤（未確認）・石原 

審判：小林・椋野 

説明会：8/19（日）18:00～布袋北学供 

反省会：9/17（日）18:00～まったり 

済 

３ スカウト尾張北原稿 

（１１月末発行予定） 

掲載写真・イラスト・原稿（100～150 字）を 9/29 までに永井広報委員

へ。今回担当：石原（テーマ：キャンプ） 

済 

４ 八木 VS 隊長お祝い 10/14 挙式 祝い金１万円（団会計準備）・祝電（担当：団委員長） 

寄せ書きの色紙を餅つき大会で渡す。 

 

５ 救急法講習会 10/21（日）さらさくら 参加費 1500 円 

CS 隊：椎葉育・平山・椎葉文、BVS 隊：椎葉梨、 

藤スカウトクラブ：苅谷副団委員長 

 

６ 環境フェスタ 

（すいとぴあ） 

マーキー・資材搬入：10/27 7:30（椎葉浩・椎葉梨・石原） 

10/27（土）9:30～16:00 各団 4～5 人（苅谷・椎葉浩・椎葉育・椎葉梨） 

10/28（日）10:00～15:30 各団 2 人（苅谷・石原） 

搬出：10/28 15:30～17:00 まで（青山・小林） 

牛乳パックでフリスビー：牛乳パックを、各家庭に依頼 

活動写真を掲示するため、各隊の写真係で準備 

母の会バザー10/27 

 

７ ボーイスカウトの集い 10/28 尾張北は、名古屋駅から清掃をしながら久屋大通公園に集合 

１人 300 円（記念品・保険代）8/31 までに地区に振込。・・・スカウト 40

人＋リーダー10 人を振込み済。 

 

８ 藤スカウトクラブ芋煮

会 

11/4（日） 12:30～15:00 団地第２集会所 

原隊参加者は小林さんとりまとめ（椎葉浩・石原） 

 

９ 友団ポイントハイク 11/11（日）参加費 300 円（スカウト人数分のみ） 

二子山公園から、各団本部を回り、二子山公園へ戻る。 

11/11 は北中の学校行事がある。 

３団の担当は、藤ハウスのポイント当番 

 

１０ 餅つき大会 12/16（日）餅つき大会と入隊上進式を同時に行う  

１１ 来期総会 1/20（日）予定。育成会長は１月は出席できない。  

    

 


