
2021年（令和3年）度　ボーイスカウト神奈川連盟事業計画
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４　　月 ５　　月 ６　　月 ７　　月 ８　　月 ９　　月 １０　　月 １１　　月 １２　　月 １　　月 ２　　月 ３　　月 ４　月　　

総   会・理事会 第8回 14（水） 総会・第1回16（日） 第2回　14（水） 第3回　8（水） 第4回10（水）（仮臨時総会28（日）） 第5回　19（水） 第6回　16（水） 第7回　16（水） 第8回13（水）

業務執行会議 第1回　5（土） 第2回　16（土） 第3回　11（土)

政策会議 10（土） 22（土） 19（土） 17（土） 21（土） 25（土） 23（土） 27（土） 25（土） 29（土） 26（土）  26（土） 9（土）

地区委員長会同 12（土） 地区委員長会同 18（土） 第9回･2022年度総会5/15（日）

委員会 第1回　23（日） 第2回　19（土） 第3回　26(日） 第4回　24（日） 第5回　19（日） 第6回　８日（土） 第7回　6日(日） 第8回　16日(土）

盟友の受章を祝う会 スカウト振興議連勉強会 維持財団チャリティゴルフ協力１５（月） 登録説明会8（土） 維持財団チャリティｌコンサート協力 登録受付６（日） 16日県連総会準備打ち合わせ

１９（土） 　賀詞交歓会15（土）

委員会 第1回　24（月） 第2回　28(月） 第3回　26(月） 第4回　23（月） 第5回　27（月） 第6回　25（月） 第7回　22(月） 第8回　27(月） 第9回　24(月） 第10回　28（月） 第11回　28(月） 第12回　25日（月）

団運営者の集い 3(日)神奈川スカウトday 隊運営者のつどい 「やまゆり」発行

26（土） 「やまゆり」発行 27(土)

委員会 第1回　12（水） 第2回　7（水） 第3回　17（水） 第4回　9（水）

富士章面接会 第1回　22(土） 第2回　17（土） 第3回　20（土） 第4回　19（土）

知事表敬訪問 下旬

委員会 第１回17(土）　 第２回15(土） 第３回２６（土） 第4回17(土） 第5回21(土） 第6回18(土） 第7回16(土） 第8回20（土） 第9回１８（土） 第１０回２２（土） 第１１回１９（土） 第１２回１９(土）

全国ローバー野営大会（高萩） 学生スカウトと企業等との

１７日（土）～２０日（火） 神奈川ＲＳ秋の集い案 13～14 研修・懇談会２月２５日（金）案

委員会 第6回 第1回　25（火） 第2回　29（火） 第3回　27（火） 第4回　28（火） 第5回　26（火） 第6回 30（火） 第7回 25（火） 第8回　29（火） 第9回　26（火）

ザ・よこはまパレード  3(月・祝) 東京オリンピック奉仕支援 東京パラリンピック奉仕支援 　 第41回少年少女作品展(協力) 県子どもフェスティバル（協力） 　

ちびりんピック　　　5(水・祝)
東京オリンピック準備支援

国際部会 韓日スカウトフォーラム派遣（日連） Earth Tribeセミナー JOTA-JOTI情報発信・支援 海外派遣報告会・

スカウト特別海外派遣（日連） 22(土)or23（日）　延期 日韓スカウト交歓計画（募集） 国際キャンプスタッフ計画派遣（日連） ＡＦＣ（BSA仲介） ﾊﾟｲﾝｳｯﾄﾞﾀﾞｰﾋﾞｰ（BSA仲介）

※国際派遣面接会は随時 オーストラリア短期留学派遣（日連） カンダーシュテーク派遣（日連） 国際理解SDGsｾﾐﾅｰ  14(日）

委員会 第1回　13(木） 第2回　10（木） 第3回　8（木） 第4回　12（木） 第5回　9（木） 第6回　7（木） 第7回　11（木） 第8回　9（木） 第9回　13（木） 第10回　10（木） 第11回　10（木） 第12回　14（木）

セーフフロムハーム講習（地区主催） 16（日）県央　23（日）西湘 5（土）みなと 13(日)川崎・横浜
 24（土）・25(日）

県連SfHセミナー実践編
3（土）湘南

26（日）湘南 28(日)川崎・県央 11（土）横浜　12（日）西湘 23(日)川崎　30（日）湘南 20（日）みなと

安全担当者研修会（地区主催） 5（土）湘南　　6（日）みなと 4（日）横浜・川崎１１（日）西湘 26(日)川崎
24（日）県央　31（日）湘南

17（日）西湘
6（日）みなと　19（日）横浜

ビッグレスキューかながわ
（日）葉山町

委員会 第1回　21（金） 第2回　11（金） 第3回　16（金） 第4回　10（金） 第5回　26（金） 第6回　14（金） 第7回　11（金）

ボーイスカウト講習会 30(日）横浜 5(日)横浜 24(日)川崎 6(土)横浜 　 　5(土)湘南

（地区開催） 12(日)みなと 14(日)西湘 27(日)西湘

ボーイスカウト野外活動講習会 　 　 　 　　 　 　 　　

（地区開催） 　　

団委員研修会（地区開催）  県央１８日（日）

野外活動訓練 　 ｽｶｳﾄｷｬﾝﾌﾟ指導者研究会

第16回 15(金)～17(日)

WB研修所・団委員研修所 団研第36期 2(日)-4(火) ｽｶｳﾄｺｰｽ第17期  　

 ｽｶｳﾄｺｰｽ第15期 2(日)-5(水) ｽｶｳﾄｺｰｽ第16期 19(木)-22(日)  23(木)-26(日)  ｽｶｳﾄｺｰｽ第18期 19(土)-22(火)

 課程別研修第15回 　23（日） 課程別研修第16回 29（日）　 　 課程別研修第17回 24（日） 課程別研修第18回 27（日）

WB実修所・団委員実修所 第5回実修所課題研究勉強会 団委員実修所第30期  

6(日)  9(金)～11(日)  

コミッショナーベーシックトレーニング 第7回RS隊長研 6(土)～ 7(日)

18(土)～21(火)  

委員会 ２９（土） ２６(土)P.M 1７（土） ４(土) P.M １６(土) ６(土) ４(土) P.M ２２(土) １９(土) １２(土) ９(土)

2020年度監査　10(土)  中間決算監査 　９(土) 維持財団チャリティゴルフ協力１５（月） 維持財団チャリティーコンサート協力 2021年度監査　９(土)　

委員会

委員会 10（木） 9（金） 5（木） 2（木） 8（金） 4（木） 10（金） 14（金） 10（木） 11（金） 総会(現・新法人)5/15（日）

説明会24・25（土・日） （仮臨時総会28（日））

県連盟年次総会１６ 関東ﾌﾞﾛｯｸ会議①１０
コミッショナーベーシックトレーニング

スカウト振興議連勉強会 研修所主要所員会議１２ R４継続登録作業月間 登録受付 （県連業務執行理事期間満了）

　　　　県コミ関連  Web全国大会２９-３０ 県連総会表彰式１９ 関東ﾌﾞﾛｯｸコミ会議①１０ 神奈川第１期１８-２１ 全国ｺﾐｯｼｮﾅｰ会議②１５-１７ 富士章面接会１３ トレーナー継続委嘱面談 23-27 トレーナー継続委嘱手続７ 日連ﾄﾚｰﾅｰ研究集会６ 関東ﾌﾞﾛｯｸ会議③５-６

　　　重要行事等予定 全国ｺﾐｯｼｮﾅｰ会議①２９ 県連TT研究集会① １２ 富士章面接会１７ 県連TT研究集会②３１ コミ・TTの集い２０ 関東ブロック・コミ会議②４ 全国コミッショナー会議③15-16 関東ﾌﾞﾛｯｸコミ会議③５

富士章面接会２２ R３①SfH・安全委員会２２ SfHセミナー実践編２４・２５ 第２回地区コミ研究集会２ コミ任務別研修１１-１２ 地区TT代表者会議１２ 富士章面接会１９

委員会合同会議 ①進歩促進委員会合同 ②進歩促進委員会合同 第２回地区コミ会議３０ ③進歩促進委員会合同 ④進歩促進委員会合同 県連指導要員研究集会６ ⑤進歩促進委員会合同 ⑥進歩促進委員会合同 ⑦進歩促進委員会合同

訓練機関関係者会議 R２第１０回会議 R３第１回会議２７ R３第２回会議２８ R３第３回会議２ R３第４回会議２ R３第５回会議４ R３第６回会議８ R３第７回会議２ R３第８回会議１ R３第９回会議１ R３第１０回会議１

県コミ主催集会 第１回地区コミ研究集会２６ ソング・ゲーム研究会１７ R３第１回名誉会議２８ 第３回地区コミ会議１３ 第４回地区コミ会議２５ R３第２回名誉会議２９ 第５回地区コミ会議２６ 第３回地区コミ研究集会２６ 第６回地区コミ会議２３

県コミ主催会議 R２第５回県コミ会議 第１回県コミ会議２４ 第１回地区コミ会議２４ 第２回県コミ会議２６ 第３回県コミ会議１３ 第４回県コミ会議２３ 第５回県コミ会議１３ 第６回県コミ会議２８ 第７回県コミ会議２６ 第８回県コミ会議１７ 第９回県コミ会議１９

  ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議8（木） ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議 6（木） ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議3（木） ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議1（木） ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議5（木） ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議2（木） ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議 7（木） ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議 4（木） 県連盟ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ研究集会 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議6（木） ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議3（木） ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議3（木） ﾃﾞｨﾚｸﾀｰﾁｰﾑ会議7（木）

　 訓練機関関係者会議4（金） 　 県連TT研究集会② 訓練機関関係者会議5（金）
4日～5日（土、日） 日連ﾄﾚｰﾅｰ研究集会 6（日） 県連TT研究集会③

31（日）

R3年度研修所等 R4年度研修所等

地区TT代表者会議 12（土）
午後13：00-

13（日）

県連TT研究集会①
主要所員会議 12（日） 主要所員会議 9（日）

BS講習会主任講師要員
12（土） 研究会 12（土）午後15：00-

監事会 14(水) 監事会 14（水） 監事会 7（木） 監事会 19(水） 202１年度監査　9(土)　

2020年度監査　10(土) 中間決算監査 　9(土)  

県連盟年次総会《湘南地区》 盟友の受章を祝う会 関東ﾌﾞﾛｯｸ会議①10（土）   関東ﾌﾞﾛｯｸ会議②４（土） 登録説明会８（土) 事務長連絡会1８(金) 登録受付　6日) 2019年度監査　９(土)　

1６(日) １９（土） スカウト振興議連勉強会 維持財団ｺﾞﾙﾌ協力15（月） 賀詞交歓会15（土） 維持財団ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 富士スカウト県知事表敬訪問

事務長連絡会1１(金) 事務長連絡会２５(金) 関東ﾌﾞﾛｯｸ会議③5，6（土、日）

全国大会(静岡県熱海市） ＡＬＴＣ６4 関東ﾌﾞﾛｯｸ会議 1０(土) 富士特別野営２０２１ RCJ  ROUTE　高萩 県連盟ｺﾐｯｼｮﾅｰ会議 全国組織拡充担当委員長会合 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ研究集会 日連トレーナー研究集会6（日） 富士表敬訪問

２９（土）-３０（日） ９(金）～1３(火) １（木）～７（土） １７日（土）～２０日（火） 1５(金)～１７(日) ６（土）～７（日） ４(土)～５(日)
日連県連盟ｺﾐ会議

<神奈川会場>
関東ﾌﾞﾛｯｸ会議

　 県連代表者会議 ２９(土) ＬＴＣ３９ CJKベンチャープロジェクト JOTA/JOTI 全国事務局長連絡会 関東ﾌﾞﾛｯｸ会議４(土) 1５(土)～1６(日) ５(土)～６(日）

県連盟ｺﾐｯｼｮﾅｰ会議
２３(金）～２７（火) 日本開催９（月）～１５（木） 　２０（土）～２１(日）

デレクター研究集会 新任ＡＬＴ研修
２９(土) ５（土）-６（日） ５（土）東・６(日)西

県連代表者会議　２９(土）

*政策会議(正・副理事長・県コミッショナー・事務局長等) 東京オリンピック開会式２３（金） 東京オリンピック閉会式８（木） パラリンピック閉会式５（月）

パラリンピック開会式２４（土）

*維持財団=(一財)ボーイスカウト神奈川連盟維持財団

県・地区
コミッショナー

県連事務局

日本連盟
関係

トレーニング
チーム

財務委員会

法人化
特別委員会

監　　　　事

指導者養成
委員会

5(土）,6(日)県央
13(日)みなと・湘南
20(日）西湘・川崎

ジャンボリー
特別委員会

理事会

SfH・安全
委員会

進歩促進
委員会

スカウト活動
支援委員会

野営・行事部会

総務
委員会

ユース
ネットワーク

委員会
神奈川ＲＳの春の集い案

 19（土）～20（日）

組織戦略
委員会

23(日)県央
30(日)川崎・横浜・みなと

第27回指導要員養成研修会
22-24(2泊3日野営)

コミッショナー任務別研修
地区コミッショナー課程

11(土)～12(日)

※ BS野外活動講習会

は各地区事業として開

催

予定。名称等変更の


