
決議事項は青字、重要事項は赤字、地区委員会時のコメントは太字

はじめに ＊詳細は２０１１年度5月度定例地区委員会議事資料欄を参照してくだ

　・地区委員長コメント

・体験会配布依頼(浜北・天竜/浜松東/浜松　地区委員長）

4/13私立幼稚園園長会、4/15市立小学校校長会、4/19市立幼稚園園長会、4/25市立保育園園長会　5/26(予定）民間保育園園長会

→各団の体験会チラシ配布へのご理解をいただいてある　

・石巻災害ボランティア奉仕報告（西村、浜松12団ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、磐田地区ＲＳ）→報告書回覧

・サバイバルに関する講演依頼（ＪＣ、ＳＢＳ学園）→→ＰＲの機会としてとらえ　西村が個人で実施する

・団訪問（地区委員長、副地区委員長、団担当コミ）→8月までの日程　決定　別紙

１　審議・協議事項  

・地区スカウト展奉仕者（組拡）実行委員会の開催　5/25(水)PM7:30～　神久呂公民館

　　　　　6/11設営　志都呂イオンスタッフ駐車場18:30集合，6/12撤営　現地　17:00集合

◆地区議事資料(特に県連配付資料）のペーパレス化/地区委員会議事録の作成・公開→承認

　　　　　効果：コピー用紙、封筒、印刷代、駐車場代の節約（予算15万円）/見える地区

　　　　　留意事項：各団事務連絡者でPC環境のない人？、ＩＴ連絡員再確認要
（浜松1団：小林さん、浜松14団：虫鹿さん（木下さん、　宮本事務次長をＩＴ連絡員に追加）、浜松28団：岡本さん、

浜松29団確認要、細江1団：木俣団委員長ＩＴ連絡員追加、　湖西1，２団：戸田さん）

２　県連理事会報告　

・５月理事会報告：今後の県連行事　6/18リユニオン、6/19県ＴＴ研究集会、

　6/26　　22WSJ壮行会案内・・・関係者配布

・　緑の募金用羽根　は次回　地区委員会で配布→緑の募金地区集金は10月

緑の募金金額は　募金金額を寄付すべきである（浜名1団　団委員長）→県連として　バックがあるため　緑の負担金となっている

→意見として　県連理事会で　公表し　来年度予算での再考を依頼する

３　各運営委員長・各コミッショナー報告

運営委員会・各コミ部門 内容

①総務委員会(財政含む） ・報告事項無し

②組織拡充委員会（ＨＰ含む） ・今期も　体験会募集チラシには　各団１万円の補助がでます。

領収書とちらし１部コピーを組織拡充委員会長に渡し　補助金を申請してください
③進歩委員会　  　 ・５／２７　浜松1団菊スカウト　地区面接予定

④野営行事委員会 ・報告事項無し

⑤障がい児ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ ・報告事項無し

⑥太田山野営場委員会 ・報告事項無し

地区コミ ・リユニオン(実修所同窓会）6/18(土）15:00～19:00　静岡　ｸｰﾎﾟｰﾙ会館

　　※3名参加予定、動員要請は5名であり　ぜひ　追加参加申込をして欲しい
ＴＴ 西部ブロック定型外：6/4（土）13:00～スキルアップ17:00一旦解散～懇親　　6/5(日）9:00再開～指導者資質とは（土山理事長）

（青少年の家）　　※　締め切り５／２０・・・渋谷コミあて

救急法講習会：6/25(土）18:00～21:00一旦解散　6/26(日） 9:00再開～16:20解散

　　　　　(農村環境改善センター）

　春のＷＢ研修所　参加者は　地区から　参加費の半額補助が出ますので、　
補助金申請書に　修了証と領収書コピーを添付してコミ提出

ＢＶＳ ・報告事項無し

CS ・6/18(土）　定型外訓練　「キャンプファイヤー」　太田山野営場→募集要項は地区HP掲載

BS ・6/24(金）　地区BS部門ラウンドテーブル　19:30～21:30　農村環境改善センター　たくさんのBSリーダーに参加していただきたい

VS ・地区VSとして　4月毎日曜日　浜松駅前で東日本大震災義援金募金を実施　（目標500万に対し　実績約30万）

　6月毎日曜日　有志が　募金を実施する予定
団担当 ・団訪問日程 別紙（浜名２団は早期訪問を希望　、別途調整）

４．部門報告

運営委員会・各コミ部門 内容

総務(財政含む）・安全・障がい児・・報告事項無し

②組織拡充委員会（ＨＰ含む） ・6/12スカウト展担当　相談

団別　児童一覧表　の境界学校・重複学園があり　募集チラシ配布に関し　調整必要
③進歩委員会　  　 ・５／２７　進歩委員会開催

④野営行事委員会 ・報告事項無し

地区G ・年間　各隊　計画表収集

　　※3名参加予定、動員要請は5名であり　ぜひ　追加参加申込をして欲しい
ＩＴ連絡員 ・各団ＩＴ連絡員確認

・今後　各団のＨＰあるいは　地区の団紹介を　充実させ　入団希望者の事前調査に耐えられるように　したい

・出張パソコン教室の開催も　要望が有れば可能

５．その他

◆団・隊チェックリスト（(団委員長）自己診断）実施→県コミ　地区訪問時に提出

当面の予定

・5/26(木) 浜松連合協議会

・6/1 (水） 市長・担当部長報告(浜北・天竜/浜松東/浜松　地区委員長）　

・6/11(土) 県連理事会　

・6/12(日) スカウト展

地区委員会　　原則　毎月第3火曜日　　19:30～21:00　可美公民館　　　次回予定　６／２１　工芸室

西村

2011/5/18

地区事務局長

２０１１年度5月度定例地区委員会

日付

名前日時：2011/5/17
       19:30～21:30
場所：浜松市可美公民館　講座室

地区委員長

西村

2011/5/22

確認 作成
地区事務局

承認
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２０１１年度(平成23年度）　5月定例地区委員会
期日　 2011/5/17　　19:30～21:15 兼務
場所 浜松市立可美公民館　講座室

委員会 地区担当役務 所属・団役務 名前 出欠
1 地区役員 協議会会長 浜松 7団・副団委員長 永田　逓児 ○
2 地区委員長 浜松12団：ＶＳ副長 西村　清矢 ○
3 　地区副委員長 浜松19団：団委員長 松浦　利行 ○
4 　地区副委員長 湖西 1団：団委員長 伴　信男 ×
5 総務委員長 浜松14団：団委員長 小笠原　勇 ○
6 　総務副委員長 浜松 １団：団委員長 磯部　哲一　 ○
7 　総務副委員長（財政担当） 浜名 1団：団委員長 小田木 靖夫 ○
8 組織拡充委員長 浜松19団：副団委員長 濱田　薫 ○
9 　組織拡充副委員長 浜松12団：団委員 竹田　みどり ○

10 　組織拡充副委員長 浜松 1団：ＢＳ副長 小林　博之 ○
11 進歩委員長（兼ＢＶＳ担当副コミ） 浜松 7団：団委員長 杉山　きよ子 ○ 兼務は6/30まで
12 　進歩副委員長 引佐 2団：副団委員長 野沢　秋夫 ×
13 　進歩副委員長 浜松29団：副団委員長 青島　滋治 ○
14 野営行事委員長 浜松12団：団委員長 杉山　雅章 ×
15 　野営行事副委員長 浜松28団：団委員長 丸山　俊治 ○
16 　野営行事副委員長（安全担当） 浜名 １団：団委員 田中　保寿 ×
17 　野営行事副委員長（安全担当） 浜松12団：副団委員長 山田　美つ江 ×
18 障害児スカウティング担当 浜松29団：団委員長 渡邊　興司 ×
19 会計 浜松 7団：団委員 菊池　仁 ○
20 事務長 細江 1団：団委員長 木俣　信彦 ×
21  事務次長 浜松14団：団委員 宮本　尚子 ○
22 会計監査員 浜松14団：団委員 岡本　光太郎 ×
23 会計監査員 湖西 1団：ＢＳ副長 戸田　裕之 ×
24 太田山担当委員 引佐 2団：団委員長 石川　昭治 ○
25 地区ｺﾐｯｼｮﾅ- 浜松19団：ＢＳ隊長 渋谷　茂光 ○
26 　団担当ｺﾐｯｼｮﾅ- 引佐 2団：ＣＳ兼ＶＳ隊長石原　勝 ○
27 　団担当ｺﾐｯｼｮﾅ- 浜松12団：団委員 仲田　始 ○
28 　副ｺﾐｯｼｮﾅ-（TTチーフ兼ＶＳ担当）浜松 1団：ＢＳ兼ＶＳ隊長堀内　正治 ○
29 　副ｺﾐｯｼｮﾅ-（TT副チーフ） 細江 1団：ＣＳ隊長 宮崎　賞人 × 6/30まで
30 　副ｺﾐｯｼｮﾅ-（CS担当） 浜松 １団：ＣＳ隊長 荻　茂隆 ○
31 　副ｺﾐｯｼｮﾅ-（BS担当） 浜松12団：ＢＳ隊長 斉藤　晶子 ○

団委員長 浜松 1団：団委員長 磯部　哲一　 ○
浜松 7団：団委員長 杉山　きよ子 ○
浜松12団：団委員長 杉山　雅章 ×
浜松14団：団委員長 小笠原　勇 ○
浜松19団：団委員長 松浦　利行 ○
浜松28団：団委員長 丸山　俊治 ○
浜松29団：団委員長 渡邊　興司 ×
細江 1団：団委員長 木俣　信彦 ×
引佐 2団：団委員長 石川　昭治 ○
浜名 1団：団委員長 小田木 靖夫 ○
湖西 1団：団委員長 伴　信男 ×

32 湖西 2団：団委員長 渡辺　卓義 ×
事務局

出席者 28
構成員 43
出席率 0.65 >0.5 定足数


