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Ｈ２７年４月１１日（土）団会議 議事内容 

                            書記担当名：ＶＳ 

出席者 

ビーバー隊 

 

カブ隊 

 

ボーイ隊 

 

ベンチャー隊 

✍ 

ローバー隊 団委員 

 

欠 

 

 

川口 

川口 

平井 

 

鹿子島 欠 辻 

辻 

小野 

１・地区委員会報告 

・県連関係 

 ・県連総会 ６月２０日開催 

・２３ＷＳＪ関連ホームステイの件 

「予定」（南地区１６０名、１０団は１２名予定・国籍、ブラジル、日程、7/26-7/28） 

 ・県連９０周年記念式典 

昼の部：平成２７年１２月６日、１４時～１６時、筑紫丘高校を予定 

       対象者：スカウト、指導者（加盟員全員） 

・地区関係 

・南地区総会 ６月１３日（土） ハイネスホテル 

・県連９０周年記念として地区でウォークラリー計画（９月２１日） 

・コミッショナー関係 

・ラウンドテーブル開催予定 

・ＢＶＳ部門⇒５月予定 

・ＣＳ 部門⇒調整中 

・ＢＳ 部門⇒4/12 久留米市役所 

・ＶＳ 部門⇒５月予定 

 ・運営委員会 

① 総務委員会（御田委員長・筑紫第２団）（ＫＵ１０・辻） 

・南地区総会 6/13 

・県連総会 6/20 

② 人材開発委員会（安徳委員長・広川第１団）（ＫＵ１０・中山） 

・ＢＳ講習会 福岡東地区 4/12 シオーレ新宮 

・野営法講習会 4/12 脇山野営場 

・ＷＢ研ＢＳ課程 5/3-5/6 脇山野営場 

・ＢＳ講習会 福岡南地区 11/29 

③ プログラム委員会（山田委員長・久留米第１３団）（ＫＵ１０・小野） 

・技能章考査委員の推薦完了（一覧表有り） 

・神道章講習会 5/2～5/5 太宰府 （１０団からは４名参加） 
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④ 野営行事委員会（沖本委員長・久留米第１３団）（ＫＵ１０・中村） 

・ＢＰ祭反省会  ４月１６日 １９３０～２０３０ １３団聖公教会 

・野営行事委員会 ４月１６日 ２０３０～２１３０ １３団聖公教会 

⑤ 組織拡充委員会（辻委員長・久留米第１０団）（ＫＵ１０・井上） 

・南地区Ｈ２７年度登録数６４８名 久留米１０団５９名登録 

⑥ 財政委員会（北島委員長・春日第３団）（ＫＵ１０・辻） 

 

・特別委員会 

・信仰奨励委員会（朝倉第３団・藤） 

・２３ＷＳＪ対応委員会（春日第３団・中村） 

・９ＫＣ対応（春日第１団・吉井） 

２・各隊の活動報告と活動予定 

 活動報告 活動予定（Ｈ２７年４月１１現在） 

ビーバー隊 3/15 防災集会 

4/5 隊長任命式 

 

 

 

 

 

カブ隊 3/15 防災集会 

4/5 隊長任命式 

 

4/19 サイクリング １００年公園~神代橋まで 

5/9-10 キャンプ 宝山村 

5/24 ナイトハイク（詳細未定） 

 

ボーイ隊 3/15 防災集会 

4/5 隊長任命式 

 

4/12 山門１団との合同班集会 

5/3 山門１団との合同隊集会 

5/5 緑の祭典奉仕（モンキーブリッジ） 

ベンチャー隊 3/15 防災集会 

3/30～4/1：探検旅行

（奈良１７団との交流） 

4/5 隊長任命式 

5/2-5 神道章講習会 

ローバー隊   

スカウト 

クラブ 

  

団 

 

3/15：防災集会 

4/5：隊長任命式 

 

5/5 チビッコ天国（モンキーブリッジ） 

Ｈ２７年度団総会 

6/7 草刈り 

6/13南地区総会 

７月 水天宮保育園との交流会 

   ホームステイ 

８月 ２３ＷＳＪ見学 
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３・連絡・検討事項 

１）活動サポート「一人一役役割分担」の件 

 

２）Ｈ２７年度総会関係 

 日時：５月３１日（日）１３時～１５時 

 場所：水天宮会館（結婚式予約が入った場合は、京町公民館で行う） 

＊会計は３月末で締める 

 ＊予算書、隊助成金は￥２００００－で予算組みする 

 ＊作成資料は、①会計報告 ②活動報告 ③予算書 ④活動予定 ⑤名簿 

 

３）入団調整中 

  カブ年代：小森野小４ 山田りゅうせい 君 

 

４）追加登録（４月に追加登録） 

  ビーバースカウト：福島那知 さん       （団運営費￥１２０００－） 

  カブデンリーダー：江頭敏夫 さん       （団運営費￥１５００－） 

  ビーバー隊副長：森光ひろみ さん       （団運営費￥１５００－） 

  ビーバー隊副長：吉村貴光 さん        （団運営費￥１５００－） 

  ビーバー見習い：吉村太河 くん        （保険費￥８００－） 

 

５）技能章考査委員登録の件 

  登録者へ対し考査員の役割や考査内容を知らせる⇒団から内容をお知らせする 

 

６）２３ＷＳＪ関連 

  ＊ジャンボリー見学予定日：８月１日（土）⇒貸切バスを手配した（担当：川口） 

＊ホームステイの件 

   ７月２６日～２８日 ブラジルスカウト１２名 受入可能家庭調査⇒詳細が決まり

次第団から各家庭へ受入可能かどうか打診する 

   ホームステイ受入家庭へ補助金を出す 

   ブラジルスカウトとの交流会 

＊２３ＷＳＪ全国折紙キャラバン、６月２１日 福津のイオンで開催 詳細未定 

  ＊藤川さんＩＳＴ奉仕参加⇒参加費の補助を行う 

 

７）発団３０周年事業へ向けた取り組み（案） 

  積立金：￥２５０００－×４年 （事業予算１０万円） 

  事業案：トーテンポール 記念式典 記念品作成 

 

８）バザー開催（案） 

  １２月納会時に、家庭からの頂いた品物を販売し制服購入費用の一部にしたい 
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９）平成２７年度団活動計画 

Ｈ２７年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

・５日隊長任

命式 

 

・５日チビッ

コ天国 

・３１日団総

会 

 

・７日草刈り 

・１３日南地

区総会 

 

・水天宮保育

園交流会 

（スカウト体

験会） 

・２６日～２

８日ホームス

テイ 

・１日世界ジ

ャンボリー見

学 

・６日スカウ

トの日と草刈

り 

・２１日県連

９０周年地区

行事 

１０月 １１月 １２月 Ｈ２８年１月 ２月 ３月 

・１８日久留

米オリンピッ

ク 

・万歩大会 

・マナビラン

ド 

・県連９０周

年県行事 

・納会 

・登録審査 ・ＢＰ祭 

・２１日駅伝

奉仕 

・１９日～２

１日団キャン

プ 

・防災集会 

４・その他 

・活動に対するお願い 

  ＊活動計画書は事前に作成し、団事務局辻と津田へメールする   

＊活動計画書は、日時、場所、参加人数、活動内容、安全確認項目、等を盛り込む 

＊外部へ出て活動する場合、解散時に辻と津田へ連絡を入れる（携帯メールでＯＫ） 

（スカウトハウス、水天宮周辺以外） 

＊ＢＳ隊、ＶＳ隊、各スカウトの進級計画を立てて活動する 

・安全確保について 

    活動中と活動終了後の安全確保を十分行うこと 

活動中 

カラーコーンとバーを門付近に置き、スカウトの飛び出しを防止する 

スカウトの送迎は、駐車場内で行う様、保護者に徹底する 

活動終了後 

スカウト広場で遊んでいるスカウトの行動に注意する 

家まで安全に帰り着くように指導する 

・駐車場使用について 

奥の砂利の駐車場を利用すること 

不審車両ではないことを、駐車許可証を提示して示すこと 

夜間活動時の駐車、長時間の駐車時は、駐車場使用許可申請を出し許可証を掲示の事 

・スカウトハウスの使用について 

  平日又は夜、スカウトハウスを使用する時は（荷物の出し入れ等）、辻へ連絡する事 

 

・次回の開催日・ 

５月１６日（土） １９時～２１時 スカウトハウス 


