
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8月度定例地区委員会議事資料欄を参照してくださ

１：連絡事項・申込確認
県連90周年記念事業 県連90周年記念事業申込：50年旗、団旗（BS隊旗）入場行進に伴う追加は　浜松1団のみ

ただし：浜松７団は５０年旗の旗手が必要、浜松19団もできれば若手指導者も旗手にしたい（可能なら後日追加）
県連90周年記念表彰 30年以上の登録者は　もれなく　８／２７（土）までに渋谷コミ　に申込書を提出（Cc　西村）

旧浜松地区しか　古いデータは無く、特に　浜名、湖西、元浜松東登録者は漏れないように確認が必要
登録データの生年月日、を確認する必要がある方、初期登録を確認要
　→県連に　表彰対象者が　式典にどういう形で参加するか確認する（＝参加費の有無等　　西村が理事会で）

歴史映像 1団：内山氏　12団：宮沢氏、三輪氏　等　歴史的データの有無を確認

QUA達成計画 優秀団であっても、それを維持するために、何をどう活動するか　具体的実施計画が必要（次回に提出　浜松７団、１２団）

団運営研修所 ８/１７時点　申込者０、団運営に関与する人に是非参加して欲しい
副団委員長、事務局等　団運営にかかわる人をぜひお誘いください（９／１０県連、それまでに　渋谷地区コミへ！）

WB研修所　VS課程 ８/１７時点　申込者０、VS進歩課程が変更になるため、VSリーダーの未入所者はもとより、BSリーダーにも参加して欲しい

　（９／１０県連、それまでに　渋谷地区コミへ！）

２　西部ブロック情報
今回は　県連からの報告無し
特記事項 ・子どもフェスタ BS　ＰＲコーナーに組織拡充委員会メンバーの奉仕を依頼する（１２団、14団）

・団委員長セミナー予告 １１／２６(日程、場所未確定）は　団委員長セミナーの可能性があり　予定を空けておいていただきたい
(セミナーテーマ：組拡力アップ）

３　地区業務報告および今後の予定

運営委員会・各コミ部門 内容

年間スケジュール ・８／２５　２２ＷＳＪ帰国報告会（市長、市会議長）実施する。２２ＷＳＪ参加者は全員参加

①総務委員会(財政含む） 地区顕彰をどうするか？
2010/10～2011/9末の富士、菊、スーパーカブ　を　子どもフェスタ内で顕彰するため、遅滞なく申請して欲しい

②組織拡充委員会（ＨＰ含む） たちばな原稿依頼（8月26日締め切り：ＣＳスカウト：細江1団　の予定だったが難しそう、他団に個別依頼）
体験会等への　地区補助(max。一団1万円）は　チラシとかかった費用の領収書を組拡委員長に提出してください　
スカウト活動ＰＲとして、ＳＢＳ学苑で８／５　子どもサバイバル教室を実施予定だったが、参加申込者1名のため中止になった
浜松青年会議所に依頼され　９／９　浜松復興会館で　「そなえよつねに」のテーマで西村が講演する

③進歩委員会　  　 富士章面接（浜松12団丹羽恵里佳）を実施

④野営行事委員会 欠席

⑤障がい児ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ 2011年アグナリーの下見は　2011年3月or4月の予定

⑥太田山野営場委員会 欠席

地区コミ 隊指導者リフレッシュ講習会がある（詳細　議事資料参照）

西村
2011/8/17

地区事務局長
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ＴＴ ９／１０磐田保育士会　で「スカウティングにおけるゲームと歌」の研修　奉仕予定

ＢＶＳ 子どもフェスタで　ストラックアウトを担当する(機材保有団に機材レンタルします。浜松７団、１２団、他？）

CS 子どもフェスタで　ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄを担当する。安全確保に２０名以上の奉仕者が必要！
　地区CSのﾘｰﾀﾞｰは基本的にスタッフとなり、スカウト同行はDL・・9/7　１水会　で詳細企画開始

BS 子どもフェスタで　フリークライミングを担当する。(機材、７団、１２団）・・8/26　ＲＴで詳細企画

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(参加者まだ少ない）
→ＶＳリーダーは全員理解する必要が有る！・・・ＢＳリーダーも関係有りできれば参加
１１／６　子どもフェスタと同日に　「市民音楽祭」奉仕依頼有り　
　←トビウオ杯の例もあり、一度断ると　２度と依頼が来ないと思われる

　→→浜北・天竜、浜松東、浜松　の３地区のＶＳで　「市民音楽祭」奉仕する　（注：子どもフェスタ開会式はＧＳに任せる）
団担当 団訪問スケジュール順調に実施中(浜松29団の隊集会を訪問。指導者の苦労を再認識）

4：　協議・検討事項

・地区重点目標達成のために 日連登録料アップにそなえ、各団運営の実状を情報共有したい

（登録費・活動費等　団費の集め方。保険のかけ方（保護者・インストラクター等）
→アンケートを配布、次回　地区委員会に紙提出　or電子データを西村に送付　

・地区大会内でのスカウト顕彰方法 １１／６子どもフェスタ内で地区大会としてスカウト（指導者）顕彰の時間を取ることが難しい
←みえる富士・みえる菊・みえるスーパーカブとして　大勢のスカウトの前で顕彰したい
→→子どもフェスタの開会式後　浜松地区ボーイスカウトのみ　会場に残り　、スカウト顕彰を行う
　　　（指導者顕彰は　11月地区委員会　冒頭に行う）

５．その他
当面の予定
・８／２３(火) 子どもフェスタ実行委員会
・８／２５(木) 22WSJ帰国報告会（浜松市長、浜松市会議長）
・８／２７(土) 県連　理事会・納涼会
・９／４(日） ベンチャープログラム(改訂）説明会
・９／１９(月） スカウトの日
・９／２０(火） 地区委員会（団運営、子どもフェスタ）

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　９／２０　講座室
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２０１１年度(平成23年度）８月定例地区委員会
期日　 2011/8/16　　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 ○
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 ○
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 ○
32 団委員長 湖西 2団：団委員長 渡辺　卓義 ×

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 ×

事務局

出席者 21
構成員 32
出席率 0.66 >0.5 定足数


