
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、敬称略 ＊詳細は２０１１年度６月度定例地区委員会議事資料欄を参照してください。

１：連絡事項・申込確認
菊章 授与式 授与（浜松1団3名） スカウト感想 、地区コミ 弥栄三唱、連盟歌

日本連盟表彰引き渡し 隊表彰綬、特別年功章
県連90周年記念章 県連90周年記念事業申込

←記念式典に 地区旗、各団の50年旗と団旗（またはBS隊旗）入場とあるが 式典参加者に入れるのか？（浜松1団小林）
→今回（７／２０期限）の申込には入れない、本番誰が旗を持つ等 理事会で確認し 後日連絡する（西村）

記念章申込集金 → 別紙詳細（地区として 各団に記念章代の領収書を発行、西村が6/22送金・県連申込）
式典等申込→本来は ６／２０期限であったが、参加者リストを６／２６までに西村までメールorFAX、参加費は７／５団委員長会議で
注：県大会参加費として ５０，０００円 予算化済み（レセプションは別途）（仲田団担当）

15NJ記念公式ＤＶＤ配布 対象 各団、派遣隊指導者、本部奉仕者,気賀高校（開会式にて演奏）

4： 協議・検討事項（議事としては 最後に行ったが、議事録として重要なため 順序変更）

・22WSJ参加者 浜松地区壮行会実施について 壮途金→ リーダー派遣支援、海外派遣スカウト壮途祝金内規 により 1人５，０００円を参加者10名に送ることを決定した

（特別会計に 12人分60，000円予算化済み（仲田団担当コミ））
壮行会実施方法は 地区コミGに一任する

・浜名1団からの要望（浜名1団小田木） ・防災倉庫に団の備品を預かって貰っている（30年以上）が市から 出して欲しいとの連絡が文書出来た。行政と交渉してほしい。
→他の団で同様な事例は無いか？ 引佐２団：使用料を払い置いている、

細江1団：無償で団倉庫に使っているが、市の備品も預かっている
他の団では 市の倉庫を使っていない

・自動車業界が7，8，9月木金休みとなり、指導者とスカウトの休みが合わない。他の団は影響が無いか？
→次回団委員長会議で確認

・団訪問は団会議や団委員会となる。 隊活動をコミGに見て貰い 原隊隊長を指導して欲しい（前回地区委員会でも要望済み）
→地区コミGで（方法・次期等）計画中 次回地区委員会で確認

２ 県連理事会報告
詳細 地区委員会資料参照
特記事項 ・2012年県キャンポリーはカブ隊もキャンプで参加できるが、方法としては 「カブスカウトのキャンプ」であり 団として十分な支援が必要である

・2011年スカウトの日は 9月19日であり 各団で日連に参加登録を行うと、資材・参加記念章が送られてくる。：申込は6月30日まで
スカウトの日 報告は 各団が HP経由で 活動を投稿するor 日連に実施報告書を送付する
スカウトの日 即日報告は 各団が 9月19日中に県連に実施報告書を送付する

・他地区でリーダーが単独下見時に滑落して、救助ヘリをよぶ事故があった
→隊集会はもちろん安全対策計画書、下見時も安全対策（複数行動）を徹底してください（西村）

次回団委員長会議で 各団QUA実行計画を作成する
各運営委員会長は地区目標達成のための 年間計画を作成する・・・次回地区委員会で検討
各コミは同様に 年間計画を作成している・・・・最新計画を西村まで送付

３ 各運営委員長・各コミッショナー報告 ＊詳細は２０１１年度６月度定例地区委員会議事資料欄を参照してください。

運営委員会・各コミ部門 内容

①総務委員会(財政含む） 各団の分担金納入6月末までにお願いします

確認 作成
地区事務局

承認

西村
2011/6/23

地区事務局長

２０１１年度6月度定例地区委員会

日付

名前日時：2011/6/21
19:30～21:30

場所：浜松市可美公民館 工芸室

地区委員長

西村
2011/6/23
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納入確認済み（浜松12団、浜松19団、浜松29団、浜名1団）
②組織拡充委員会（ＨＰ含む） スカウト展での ボーイスカウトに興味あるとのアンケート者は各団にフォローを御願いします

（浜松1団、浜松７団、浜松14団、浜松19団、引佐２団、浜名1団、湖西1団）

→必ず1週間以内に団からアプローチしてください（西村）→次回地区委員会で状況報告
③進歩委員会 2011/5/27進歩委員会開催（講師：堀内TTチーフ）

④野営行事委員会 スカウト展設営・撤営奉仕ありがとうございました

⑤障がい児ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ 秋の友愛広場 開催に向け、5月～9月実行委員会に参加中（西村注：２０，０００円 予算措置済み）

⑥太田山野営場委員会 県連から 太田山負担金の件で（廃止or減額）申し入れ有り。対応中

地区コミ 県連のﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞあり→浜松地区でもローバー活性化に向け活動検討する

ＴＴ 県連TT研究集会参加者６名／９名・・・欠席者は何らかのフォローを行う必要が出てくるはず
６／２５，２６ 救急法講習会 参加予定者３２名

ＢＶＳ 特になし

CS 6/18 定型外訓練（ボーイスカウトのキャンプファイヤー）参加者6名・・薪組講習

BS 特になし

VS ２０１１／９ ベンチャー進歩課程が大きく改訂される→9/4研修会を実施予定

団担当 団訪問スカジュール調整→別紙 赤字部変更

５．その他
当面の予定
・７/５(火) 団委員長会議（地区目標達成に向けて、QUA、その他）
・７／７(木） 地区コミ会議（県コミ地区訪問）
・７／９(土) 県連 地区活性化委員会（地区委員長が参加）

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 ７／１９ 講座室
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２０１１年度(平成23年度） ６月定例地区委員会
期日 2011/6/21 19:30～21:15 兼務
場所 浜松市立可美公民館 工芸室

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 ○
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 ○
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 33
構成員 43
出席率 0.77 >0.5 定足数
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日本ボーイスカウト静岡県連盟
県連盟90周年記念事業【申込書】

地区名：浜松地区 申込担当者：西村清矢 申込日：2011/6/20

１）記念章(90周年ワッペン）：（H24/8まで加盟員全員右胸に着用する）
※H24/8/11～14　90周年県キャンポリー　あさぎり　の入場証となりま

一枚 350円
枚数にインプット 自動計算

NO. 団名 枚数 金額

1 浜松　１団 50枚 17,500円

2 浜松　７団 50枚 17,500円

3 浜松１２団 166枚 58,100円

4 浜松１４団 64枚 22,400円

5 浜松１９団 85枚 29,750円

6 浜松２８団 11枚 3,850円

7 浜松２９団 5枚 1,750円

8 引佐　２団 14枚 4,900円

9 細江　１団 20枚 7,000円

10 浜名　１団 0枚 0円

11 湖西　１団 15枚 5,250円

12 湖西　２団 15枚 5,250円

地区計 495枚 173,250円

県連90周年記念事業申込書_浜松地区.xls110620



平成２３年度　浜松地区　団訪問　日程表

団  名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

28
松浦  仲田 西村  仲田

25
西村　石原 松浦　石原

17
松浦　石原 松浦　石原

12
西村　石原 松浦　石原

1
西村　石原 西村　石原

17
松浦  仲田 西村  仲田

11,12
松浦  仲田 西村  仲田

2
松浦  仲田 西村  仲田

松浦  仲田 西村  仲田

26
西村　石原 松浦　石原

湖西　１団

湖西　２団

訪問内容

３　団の個別状況に応じた取り組み

４　状況に応じて団行事、体験会等への参加でも可とする。

所要時間　　 ３０～６０分

ボーイスカウト浜松地区

10(火)
西村松浦
石原仲田

浜松　１団

浜松　７団

浜松１２団

浜松１４団

浜松１９団

浜松２８団

浜松２９団

２　QUA(クオリティー・ユニット・アワード：優秀組織の表彰)の具体的取り組み

引佐　２団

細江　１団

１　新地区重点目標の推進について　　「スカウト募集の計画的推進」「上進率向上への具体的取り組み」「成人指導者の発掘と資質の向上」

浜名　１団


