
 1/4 

４４期 第８回 団会議 議案書 
日  時： 平成２９年１2月９日（土）１９時００分～ 

場  所： 宮田学供 

団 委 員： 椎葉浩、苅谷、鈴木章、林、渡邉、永井照、渡邊、今枝、伊藤、【岩田】    6 名

隊指導者： ［ビ］青山、竹市、熊﨑、磯村、［カ］椎葉育、（永井照）、伊藤宏、唐澤、伊藤美 

［ボ］伊藤栄、（林）、芝田圭、今枝、伊藤彩 

［ベ］石原、日比野、（磯村）、渡邉、片桐［ロ］椎葉文、（日比野）   4 名

面接  

 

団委員長挨拶 

 ・書き損じハガキ 団の回収日は 2月団会議とします。 

 ・ボーイスカウトＰＲラッピング自動販売機の設置したい。 

売上の 18％は設置者に入ります。（別添資料あり） 

 

議題 

１．各委員会報告 

○組織・拡充（椎葉） 

１.４月～１０月末の追加登録数 

  H29 年度追加登録人数 ４月 S16L9 ５月 S11L5 ６月 S4L1 ７月 S5L1 

 ８月 S4L1 ９月 S5L4 １０月 S3L1 11 月 S10L0 計 S58 L22 

２.図画写真コンテストの表彰品（クリアファイル）届いています。→対象スカウトに配布予定 

３.今後のスケジュール 

 ・愛知連盟ＷＥＢ投票 12/1〜12/31 ぜひ投票してください。 

 ・作品展示 Ｈ30.1.10 夕方〜1.16 夕方まで （展示場所：セントラルパークの市民ギャラリー） 

 ・表彰式  Ｈ30.1.14 9 時から愛知県教育館 

 ・県入賞者には本人に直接案内が届きます。「届いたら団に報告してください。」と書いて 

  あるそうです。 

  ＷＥＢ投票に公正をきたすため入賞者の地区への報告は控えるように言われています。 

４.LINE スタンプ募集要項（12/6 現在応募なし） 

 団内で作れそうな人に声を掛けてください。県から地区１名の提出依頼がありました。 

５.追加登録一覧表 171206 現在 

６.組織・拡充に関する研修会の開催について（名古屋巽地区） 

   平成 30 年 1 月 21 日（日）13：15〜16：15 

   愛知県青年会館 

７.ボーイスカウトＰＲムービーコンテスト 

 日本連盟 最優秀賞が決まりました。 

  最優秀作品 ボーイスカウトの夏キャンプをのぞいてみよう！（下記 URL より見れます） 

  https://www.youtube.com/watch?v=YWZJPNMtrgc 

８.「あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業の要項は来年 2 月に出ますので 

 実施予定団は早めに計画書を作成してください。愛知県の厳密な審査があります。 

９」.日本連盟ドリームチーム（PR セクション）のチーム M 加盟員の沢さん発信。 

 日本連盟が PR ツールを集約した「ダウンロードセンター」を設けました。 

 以下の URL から見られますので、各団への周知・展開をお願い致します。 

 https://www.scout.or.jp/download/ 

１０.スカウティング誌１１月号Ｐ２０ 

 全国ボーイスカウト写真コンテスト 募集中です。 〆切２／２８ 

〇総務委員会 

 ・12 月 2 日 地区ボーリング大会について 春日井グランドボール 参加者 石原 
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○スカウト進歩（永井照） 

・11 月 26 日 ＶＳフォーラム 小牧市北里市民センター 参加者：倉地ひろ（RS：伊藤彩） 

・1月 14 日 茶道章講習会     江南市老人福祉センター（添付ファイル有）倉地ゆ 

４４期進級スカウト数 12 月 9 日 ※進級なし

  うさぎ しか くま   

ＣＳ  ２    １   

  初級 ２級 １級（目標３） 菊（目標２）

ＢＳ ３ １      

  ＶＳ 隼（目標２） 富士   

ＶＳ ５       

 

指導者養成（林）： 

 来期の定型訓練予定がでました。（BS 実修所は未確定、場所未記載は吉川にて実施） 

  WB 研修所(4 部門)：5/3(木)～6(日)、スカウトコース：10/5(金)～8(月)→課程別研修 10/28(日) 

  WB 実修所(BS 課程)：10/5(金)～8(月) 

団委員研修所：11/23(金)～25(日)新東工業研修センター、団委員実修所：11/23(金)～25(日) 

   

行事・国際（今枝） 

世界ジャンボリー（2019）：尾張東 20 名の予定（尾張ブロックで 1 隊編成の予定） 

小型車両系（ユンボ）の講習会：3/10,11 於：吉川（〆切：1/26） 

リクルート関係（愛知連盟主催）：スカウト愛知の最終ページに募集企業記載あり 

団担当：（椎葉） 

 団審査２月２４日（土）１３時 レディヤン ← 団審査資料の作成要（1月末〆切） 

２．各隊報告 

 

日時 プログラム 場所 参加者 備考 

    S L 見学 他   

BVS 隊 活動報告 

11/26 すべるぞビーバー ひばりが丘公園 犬山 4 4 2 姉弟 1 名 カブ 1 名

12/3 こうさくビーバー フラワーパーク 5 4 1 姉弟 1 名  

BVS 隊 今後の予定 

12/17 餅つき スカウトホーム   

1/14 スケート カブ隊合同 一宮   

CS 隊 活動報告 

11/26 ＲＴ レディヤン春日井 1 1   

  カブラリー 
2018/10/28 予定 

予備日 2019/3/17     
  

12/3 組集会 草井学供 4 2   

CS 今後の予定 

12/17 団行事 スカウトホーム   

1/14 アイススケート 
一宮 バス移動 BVS

へもお願い中      

1/21 RT 春日井 

2/18 隊集会 BP 祭 
スカウトホーム お祝い

パーティ      

3/17-18 ＲＴ 研修と懇親 小牧 

3/24-25 春の舎営 春日井予定 

BS 隊 今後の予定 

12/16-17 班キャンプ スカウトホーム   

12/16 RT 名古屋   

12 月 17 餅つき大会   
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日 

1/3-5 スキー訓練 アルコピア   

1/14 座禅 永正寺   

VS 隊 活動報告 

11/26 地区ベンチャーフォーラム 
小牧市北里市民センタ

ー 
1 1

  
  

12/3 ツリーハウス製作 スカウトホーム 1   

12/9 ツリーハウス製作 スカウトホーム  1     

VS 隊 今後の予定 

12/9 ベンチャー会議 宮田学供   

12/17 餅つき大会 
コイワボンド・スカウトホ

ーム     
  

12/23-24 17NSJ ベンチャー面接 レディヤン春日井 どちらかの日 

1/14 茶道章講習会 
江南市老人福祉 

センター     
倉地由参加予定 

RS 隊 活動報告 

毎週土日 ツリーハウス作成 スカウトホーム   

11/26 VS フォーラム     

12/2 地区ボーリング大会 春日井グランドボウル   

RS 隊 今後の予定 

12/10 
澤 CBC アナウンサー 

講演会 
中部公民館 

    
  

12/17 餅つき大会 スカウトホーム   

 

次回：  1 月 20 日（ 土 ）19：00 宮田学供 

 

 ・団協力者再募集について 事業主紹介 鈴木副団委員長 

・スカウトホーム マキ倉庫移動（餅つき後）、雑草対策済、ツリーハウス継続 

 ・餅つき打ち上げ 12/17 18 時 30 分 前飛保うさぎや 

 

備考録 

No 項目 概要  

1 イオン黄色いレシート 9 月から 11 時～13 時に変更  

2 定形外訓練   

3 WB 研修所   

4 WB 実修所   

5 世界行事   

6 日本連盟行事 ・17NJ：2018 年夏（石川県珠洲市） ＶＳは地区面接  

7 県行事 

・スカウトソング章 11/25～26 吉川野営場 椎葉育参加 
・組織拡充に関する研修会１月２１日（日）13:15～16：15 
県青年会館 

・小型車両系建設機械 講習会 3月 10 日吉川 〆切 1/26 

 

8 地区行事 

・澤ＣＢＣアナウンサー講演会 12 月 10 日 小牧市中部公民館 
・旧尾張北望年会 
期日：平成 29 年 12 月 22 日（金） PM7:30- 開宴 
場所：宵っ張り かけや 江南駅前 

（元北名 1・山本圭太さんのお店） 江南市古知野町朝日 103 
椎葉育まで連絡をお願いします。 

 

9 江南市行事   
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４４期 第 7回 団委員会 議案書 
日  時： 平成２９年１2月９日（土） ２０時００分～ 

場  所： 宮田学供 

団 委 員： 椎葉浩、苅谷、鈴木章、永井照、林、永井昌、今枝、石原、渡辺、古澤、椎葉育、伊藤美

      8 名

議題 

１．スカウト募集について 

 

  ボーイスカウトの言葉は知っていても、その活動の中身が分かりづらい事がスカウト増加に 

つながらないのでは？ 

 

・スカウト募集イベントの反省を 1 月の団委員会で評価反省を議論して、来期に活かしたい 

 （来期のげんキッズ 1 団と打ち合わせ予定 12/23(土) 17:30 布袋北学供） 

・餅つきポスターでは従来とは異なる内容のポスター（ボーイスカウトの活動や中身がわかる 

ようなもの）を展開中。→今回の結果を見、引き続き同様にしていく。 

・スカウト減少に対して 12/10 の澤さんの講演会を聞き、内容を取り入れる。 

 

２．賛助会員募集 

 

  来期に向けて新たな賛助会員を増員したいので、紹介してください。 

 

 

３．コカ・コーラ自販機設置場所（ボーイスカウト PR ラッピング自販機） 

 

   

４．来期の団行事予定案作成 

 

  げんキッズ（5、6月）  ： 来期も予定。 

夏期キャンプ（7、8月） ： 17NSJ があるため、団で実施予定。 

スカウトの日（9月）   ： VS 上進式と一緒に実施予定。 

（カーブミラー磨きなど通学路で実施するとスカウトの交通安全への意識が高まるのでは？） 

クリスマス会 or もちつき ： 2 月第 2週が他行事と被りにくくよいのでは？ 

(今期は幼稚園行事と被っている)→ 学校行事を確認した後に日程の決定を行う。 

こどもフェスティバル(5 月)、市民祭り(10 月)、環境フェスタ(11 月) ： 来年は 3団担当。 

B-P 祭          ： シンプルにするか、12 月団行事とのバランスを考えて募集行事と 

兼ねてやるのがよいか？ 

 


