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香港童軍總會  九龍第三海童軍旅 

2014 至 2015 年度旅務委員會週年會議記錄 
 

日期：2015 年 6 月 6 日（星期六） 

時間：20:15-20:45 

地點：九龍福榮街官立小學 11 號課室 

出席：焦偉祺，吳家傑，管俊康，蕭家榮，黎卓輝，馬婉兒，陳義廉，堵可羑，陳肇鋒，

梅志強，黃志堅，張煒業，梁慧敏 

列席：曾麟，鄺柏昌，余啓燊，鄧百然，周樂宜，任明慧，鄧 ，舒世梅 

 

(1) 通過上次會議記錄 

管俊康先生動議，堵可羑小姐和議，全體一致通過上次旅務委員會議記錄。 

 
(2) 報告事項 

旅主席報告 - 2014 年至 2015 年度旅務委員會的週年報告。 

 
(3) 討論事項 

 
1. 張煒業先生動議，黎卓輝先生和議，全體一致通過 2014 年至 2015 年度旅務委員

會的週年報告。 

 
2. 眾無異議，全體一致通過追認由 2014 年 9 月 1 日起委任鍾紫茵女士擔任 2014

年至 2015 年度旅務委員一職。 

 

3. 吳家傑先生動議，陳義廉先生和議，全體一致決議通過轉區議案： 

 

為配合地域的旅團註冊政策，現要求何文田區總監代表本旅向地域總部申請，由

2015 年 7 月 1 日起，將本旅註冊轉至深水埗西區；並由何文田區總監代表本旅，

向深水埗西區總監申請許可，使用香港童軍深水埗西區總部(地址：九龍深水埗

麗閣村麗荷樓 316-317 室)，作為本旅轉區後的註冊地址，而本旅通訊地址則為

旅長住址(地址：新界元朗八鄉長莆 43C 號三樓)。 

 
 

4. 吳家傑先生動議，張煒業先生和議，全體一致通過認許旅長提名焦偉祺先生出任

旅主席、王美莉女士出任旅副主席。 

 
5. 黎卓輝先生動議，張煒業先生和議，全體一致通過蔡業康先生出任旅秘書，佘穎

瑜女士出任旅司庫，及附上之 2015 年至 2016 年度旅務委員會委員名單。 

 
6. 張煒業先生動議，馬婉兒女士和議，全體一致通過旅 2014 年至 2015 年度經審核

之財政報告。 
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7. 管俊康先生動議，張煒業先生和議，全體一致通過旅 2015 年至 2016 年度財政預

算。 

 
8. 吳家傑先生動議，黎卓輝先生和議，全體一致通過委任黃維剛先生出任 2015 年

至 2016 年度旅務委員會核數人員。 

 

9. 吳家傑先生動議，陳義廉先生和議，全體一致掌聲中決議通過通過致謝議案： 

 

自 2002 年 2 月起，本旅註冊轉至何文田區會，多年來何文田區會一直支持本旅

發展，對本旅關顧有加，雖然本旅將於 2015 年 7 月 1 日起轉至深水埗西區，但

何文田區會仍然在更改本旅註冊一事上支持本旅，尤其在成員訓練與旅務過渡安

排方面。旅主席及旅長謹代表本旅全體上下人員，向何文田區會提出真誠感謝。 

 
 

(4) 臨時動議  - 並無臨時動議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015-2016 年度旅務委員會委員名單 

 
旅主席 ： 焦偉祺先生      

旅副主席 ： 王美莉女士      

區總監 ： 鄧念慈先生 (署理) (至 31/5/2015 止)    

  黃冠生先生 (署理) (由 1/6/2015 至 30/6/2015)   

  黃文輝先生 (由 1/7/2015 起)    

旅長 ： 吳家傑先生      

旅秘書 ： 蔡業康先生         

旅司庫 ： 佘穎瑜女士         

政務委員 ： 溫嘉蕙女士 張煒業先生 梁慧敏女士 梅志強先生   

  鍾志剛先生 區嘉諾先生 鄧舒盈女士 黎卓斌先生   

  姜昭行先生 施偉雄先生 何知衡先生 陳凱樑先生   

  霍君賢先生 羅寶儀小姐 余志良船長 鍾紫茵女士   

  黃冠生先生  (至 31/5/2015 止及由 1/7/2015 起)   

  副區總監 李潤球先生 (至 30/6/2015 止)   

  副區總監 黃志堅先生 (至 30/6/2015 止)   

  副區總監 胡潔寶女士 (由 1/7/2015 起)   

支部團長 ： 徐珮珊小姐 管俊康先生 蕭家榮先生 黎卓輝先生   

支部副團長 ： 溫佩貞女士 黎震業先生 馬婉兒女士 堵可羑小姐   

  陳肇鋒先生 陳義廉先生 黃婷玉女士 劉芷行小姐   

委員會成員 ： 各教練員 

深資海童軍團執行委員會主席 

  

  樂行海童軍團管理委員會主席   

核數人員 ： 黃維剛先生      

列席 ： 各海童軍團的小隊長與團隊長 

各深資海童軍 

各樂行海童軍 

各團成員的家長 

  

 





香港童軍總會  九龍第三海童軍旅 

2015 至 2016 年度  旅務委員會週年報告 
由 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 

 

各團及旅總部活動與近況簡報如下： 

 

幼童軍團： 

 

幼童軍團有 13 名成員 (9 男 4 女)，當中 1 名成員完成金紫荊獎章，於 2015 年 9 月晉升海童

軍團。4 位幼童軍正進行幼童軍高級歷奇章；6 位成員進行幼童軍歷奇章；2 位幼童軍進行幼

童軍獎章。年內協助到兩名幼童軍成功申請總會制服津貼。 

 

本年度內曾參與由區、地域及總會主辦之活動，包括慈雲山區幼童軍金紫荊營、秀茂坪區區

務委員會舉辦的「童夢飛行同樂日」聯合團集會、第 58 屆國際電訊日暨第 19 屆國際互聯網

絡日、2015 年香港童軍大會操、慈雲山區 55 周年紀念大露營、深水埗西區共融活動、1 位幼

童軍(隊長)更參與何文田區所舉辦的「台灣 高雄佛光童軍交流活動」，擴闊眼界之餘，更認識

了不少新朋友，提升了自我照顧能力。 

 

幼童軍成員更積極參與旅團所舉辦的訓練班，包括游泳訓練班及游泳考驗日，由游泳教練評

核後，成員能達成初、中、高級不同程度的游泳章；體適能訓練暨考驗日，部份成員能達到

訓練要求，也能考取到不同程度的活動徽章；暑假期間舉辦了幼童軍急救訓練課程，10 位幼

童軍通過考核考取活動徽章；也舉辦了英語話劇活動，部份幼童軍達到要求考取到語言章；

更有 7 位幼童軍參與了九龍地域舉辦的幼童軍水上安全章訓練班，7 位幼童軍皆能達至要求

考到活動徽章。 

 

童軍技能訓練︰下半年重點是原野烹飪，幼童軍團舉辦相關訓練有 3 次，成員能掌握基本知

道及技巧，當中有 6 位成員被推薦參與幼童軍錦標賽及金紫荊戶外挑戰營(原野烹飪部分)。 

幼童軍也有參與全旅活動---參觀國泰城、丙申猴年新春行大運、於深水埗西區嘉年華擔任攤

位義工。另外，特別集會有萬聖節任務派對。 

 

最後，因 2016 年 4 月將有新人訓練，各領袖正籌備訓練計劃，未來將有新領袖加入。 

 

海童軍團： 

 

海童軍團現有 8 名成員，當中有 1 名成員將會完成總領袖獎章。本年度內曾參與由區、地域

及總會主辦之活動，當中包括第 58 屆國際電訊日暨第 19 屆國際互聯網絡日、2015 年香港童

軍大會操、慈雲山區 - 55 周年全區大露營、深水埗西區 - 區務委員會第 24 屆就職典禮暨「坐

言起行-共建社群」嘉年華等。同時由自行組織的海上或陸上的活動及訓練共超過 20 項，例

如：2015 暑期游泳訓練、游泳考驗日、一級童軍標準艇訓練班（艇工章）、三級童軍標準艇

考驗日、全旅丙申猴年新春行大運、中秋迎月渡假營、夜探長洲之旅及三海 • 四十八年啦喂!

【附件二】 



等活動。本團亦參與不同的服務，包括：童軍服務 - 長者喜迎中秋樂融融 - 禮佛素菜宴及何

文田區主席盃露營比賽服務。 

 

深資海童軍團： 

 

現有 10 名團員及 4 名領袖，1 名成員完成最高榮譽獎章－榮譽童軍獎章。部份成員休會預

備中學文憑課程，同時 1 名成員晉升樂行海童軍團。過去一年分別參加第 58 屆國際電訊日

暨第 19 屆國際互聯網絡日、香港童軍大會操、慈雲山區 - 55 周年全區大露營、深水埗西區

區務委員會第 24 屆就職典禮暨「坐言起行-共建社群」嘉年華等。 

 

樂行海童軍團： 

 

樂行海童軍團現有18名團員及4名領袖，大部份成員已投入社會工作，而有少部份還在繼續為

學業而進發。在2016年，樂行海童軍成員之出席率已慢慢提升，部份成員出席率達100%，令

到一些不太活躍的成員也活躍起來。另一方面, 本圑之成員也努力為本旅幼童軍支部及在其

它旅團服務，一同參與總會、地域、區會活動及比賽。在去年九月初，樂行海童軍團聯同海

童軍團之領袖一同參與『港島童軍賽船大會2015』，在童軍標凖艇速度賽中拿了第一面團體

金牌。期望於2016年5月由本團策劃推動的『四十八周年旅慶』及『深水埗西區保留計劃中』， 

各團員也能表現出團隊合作精神，令活動中各項事工也能順利完成。 

 

旅總部： 

 

旅總部現有合共 15 名領袖、11 名教練員及 23 名政務委員，而持有木章人員及海上活動教練

分別共 24 人及 14 人。本年度由旅總部統籌跨支部活動與社區服務，包括成人急救訓練班、

成人急救壹日技巧重溫課程及考驗日、童軍標準艇訓練、一級童軍標準艇訓練班（艇工章）、

初級獨木舟訓練班、2015 暑期游泳訓練、全旅丙申猴年新春行大運。 

 

2015 年 7 月 1 日起，本旅轉至深水埗西區，並使用深水埗西區總部作為本旅註冊地址。 

 

自 2001 年 9 月起，承蒙福榮街官立小學慷慨借出場地予本旅作為恆常集會之用。這不單解決

本旅集會場地所需，使更多區內外兒童與青少年能參與童軍運動，受益者眾。惟該校因行政

原因，於 2016 年 9 月起未能繼續借出場地，本旅上下深感可惜。尋覓合適集會地點工作現已

展開，透過不同人脈網絡聯系區內外學校及社團，期盼能於 2016 年暑假前能覓得合適新集會

場地。 

 

有關物資存放方面，已獲深水埗西區區總監答允，於區總部內騰出兩組大鋼櫃供本旅存放物

資及文件檔案之用，免去本旅租用迷你倉租金支出，減輕本旅財政壓力。預算 2016 年 4 月本

旅將退回租用之迷你倉，並暫存所有倉內物資至旅長府上，稍後再搬入區總部鋼櫃。 

 

 



本年度得到多位政務委員及領袖的財政捐助，合共捐款$14,387.00，減輕本旅之財政壓力，使

各項活動得已順利完成，特此向他們致謝。 

 

 

 

展望來年，本旅將透過不同方式吸納更多適齡人士加入本旅，包括現役成員與家長推薦、主

動聯絡區內小學及幼稚園旅團、改善旅團網頁內容與總會 Join-Us 系統內聯系，相信成員人數

上升空間樂觀。 

 
本年度各項统計資料及比賽結果： 

 
 
制服人員人數統計： 

 幼童軍 海童軍 深資海童軍 樂行海童軍 成員總數 領袖 全旅人數 

截止11 年 

12 月31 日 
25 17 12 9 63 19 82 

截止12 年 

12 月31 日 
18 18 9 11 56 20 76 

截止13 年 

12 月31 日 
9 16 9 13 47 19 66 

截止14 年 

12 月31 日 
9 11 9 16 45 21 66 

截止15 年 

12 月31 日 
12 12 11 17 52 26 78 

 
 
全年活動及對外服務時數： 

 全年活動及服務時數： 

本旅自行組織之活動及對外界提供之服務 

2011年 2876小時 

2012年 3428小時 

2013年 4208小時 

2014年 2201小時 

2015年 3592小時 

 
 

旅長 吳家傑 4076.00  

旅副主席 王美莉 2224.00  

眾領袖  1087.00  

政務委員 黃冠生 1000.00  

政務委員 區嘉諾 1000.00  

政務委員 張煒業 1000.00  

政務委員 鍾紫茵 1000.00  

政務委員 姜昭行 1000.00  

深資海童軍副團長 陳義廉 1000.00  

政務委員 黎卓斌 500.00  

海童軍副團長 馬婉兒 500.00  



領袖獎勵： 

 
本年度共有 4 位政務委員及領袖，獲得總會獎勵，名單如下： 

 
優異服務獎章： 蕭家榮先生 深資海童軍團長 

 
長期服務一星獎章： 吳家傑先生 旅長 

 
長期服務獎章： 蕭家榮先生 深資海童軍團長 

 
十年長期服務獎狀： 王美莉女士 旅副主席 

 
五年長期服獎狀： 鍾志剛先生 政務委員 

 
 
成員獎章： 

 

金紫荊獎章： 黃雋滔  

  
金紫荊獎章是頒予幼童軍之最高獎章，這是需要幼童軍接受更嚴峻的考驗才可以獲得的，以

表揚幼童軍在戶外活動、歷險挑戰、分享經驗及領導才能等各面的成就。 

 
 

總領袖獎章： 朱浩宏  

       
總領袖獎章是頒予童軍之最高獎章，以表揚童軍在童軍技能、歷險、文化藝術、社區、健康、

承諾、服務及領導才各方面的成就。 

 
 
榮譽童軍獎章： 曾  麟 

 
榮譽童軍獎章是頒予深資童軍之最高獎章，以表揚深資童軍在責任、自立、活動及探險各方

面的成就。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



各項比賽結果： 

 
港島地域 

2015 年度賽船大會 童軍標準艇速度 

錦標賽 1000m 

冠軍  

 
 
九龍地域 

 
2015 年傑出旅團獎勵 優異獎 

銀獎 

幼童軍團 

海童軍團 

  銀獎 深資海童軍團 

  優異獎 

 

樂行海童軍團 

 
2015 年傑出旅團領袖  黎卓輝先生 

管俊康先生 

馬婉兒 

樂行海童軍團長 

海童軍團長 

海童軍副團長 

 
「『快樂的童軍生活』

攝影比賽」 

 
 
童軍及深資童軍組 

 
 
冠軍 

 
趙必強先生 

深資海童軍 
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幼童軍團 海童軍團 深資海童軍團 樂行童軍團 旅總部 合計

收入 會費收入 5280.00 3840.00 2400.00 2400.00 0.00 13920.00
活動收入 2000.00 2000.00 500.00 500.00 20000.00 25000.00
訓練收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
捐款 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 14000.00
總會資助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
獎券回款 1319.50 591.50 0.00 0.00 0.00 1911.00
制服與配件 500.00 250.00 100.00 100.00 3000.00 3950.00
旅/團津貼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00

合計收入︰ 9099.50 6681.50 3000.00 3000.00 37000.00 58781.00

支出 活動支出 5500.00 4000.00 2000.00 2000.00 25000.00 38500.00
訓練支出 500.00 500.00 0.00 0.00 2000.00 3000.00
倉租 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印刷及文具 500.00 250.00 100.00 100.00 100.00 1050.00
郵費 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
典禮及儀式 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
訓練用具 1000.00 1000.00 0.00 0.00 3000.00 5000.00
制服與配件 800.00 300.00 200.00 200.00 5000.00 6500.00
旅/團津貼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

雜項 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合計支出︰ 8300.00 6050.00 2300.00 2300.00 36100.00 55050.00

本月度盈餘 / 赤字 799.50 631.50 700.00 700.00 900.00 3731.00

九龍第三海童軍旅
2016/04/01至2017/03/31年度財務預算

(港幣計算)

【附件五】 


