
日本ボーイスカウト静岡県連盟

第 6回理事会議事録

日時 平成 24年 2月 4日(土) 15時 00分'"'-'17時 11分

会場 静岡県青少年会館大ホーノレ

司会 榛村賢治事務局長

1.開会 

(1)開会の言葉 

(2)国旗儀礼 

(3)歌「連盟歌J 

2. 開会の挨拶 士山 和雅理事長

3. 資料の確認、 

4. 出席者数め確認

出席者数:23名正副理事長 4名/4名、理事 4名/5名、学識経験者理事 0名/1名

地区理事 13名/15名、県連盟コミッショナー1名/1名、事務局長 1名/1名

欠席者数  4名村松武博理事ょ松下喜彦学識経験者理事、牧野勲夫地区理事、近藤孝地区理事 

5. 議事録署名人の指名戸田正明理事、野中仁地区理事

[報告事項1 

6. 報告事項

(1)理事の辞任願いについて

山本 修 理事/安全委員会委員長から病気療養のために辞任願い( 1月 26日付け)が提

出され、受理をした。後任者の選任は、正副理事長が行うことで了承を得た。 

(2)静岡県議会ボーイスカウト活動推進議員連盟の設立について 資料  24・02・01

平成 23年 12月 14日(水) r静岡県議会ボーイスカウト活動推進議員連盟Jが設立

した。

資料  24・02・01に以下の内容を追記 

No.27 団名「静岡第 27団J 

(3) r富士山世界文化遺産両県県民会議Jについて 資料  24-02・02 

2月 23日(木) r富士山世界文化遺産両県県民会議」設立に伴い、当県連盟も会員

として入会した。 

(4) 日本連盟創立 90周年記念「記念章Jの有償配布について 資料  24・02・03

平成  24年度  4月 1日からボーイスカウト日本連盟創立 90周年記念事業が開始され

る。この事業の一環として、加盟員全員が r90周年記念章Jを制服に着用する。 

90周年記念章は、地区経由で有償配布する。 
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地区への配布時期 3月上旬から中却� 

頒布髄格� 300円/枚� 

(5)渡辺昭総長選議集� f三つのっとめ 持、他人、自分」の寄贈について

資料� 24・02・04

渡辺昭総長の長男・渡辺 先様が� f三ヮのっとめ持、能人、岳分j を発刊した。

渡辺	 允様から自本連盟1':820冊のご寄贈を受け、者懇i義援に� 15聾重量布された。� 

2，000円/冊で販売される。(限定� 200冊/院本連盟〉� 

(6)第� 3/4期余計監査について� 

1jj12詞(木)静両県青少部会館において、監査人・石神伊佐男監事、近藤

により、第� 3/4期会許監査委?実擁した。特に指摘事項はなし。� 
/ 

(7)平成� 24年裏表彰について〈名誉会議報告〉


日本連盟功労章(たか輩、かっこう章〉誌、� 10名在日本連盟に申請する。


県連盟功労章(特別功労草案、功労章〉は、� 96名
 

(8)脊轍委員会関係、� 

φ離がい児問ラウンド、テーブツレ開催について� 

8月� 11日(日〉静i司熟青少年会館において、「陣がい児問ラウンドテーブルJi，r開催予定~

金以下の捷催要事は、� i意思毒事務長に送付した。


平成� 24年変定型誤韓関{援要項〈春季分〉


県連盟スカウトフォーラム
 

φ第� 7問静岡県内外の災審ボランティアによる救援活畿のたみちの塁上諜擦について

希望する団は、個々に申し込みをする。	 饗料〈番号令し〉

命第� 11田昌本アグーナリ…申込状況(県連盟締め切り� 1月末日〉


参加按� 1ケ隊〈スカウト� 1入、隊指噂者� 1人)


本部スタップ 義人
 

(9)平成� 24年費詞交教会報告 


参加者� 120名(内訳:来饗者� 30名、県議態� 90名〉
 

(10)90周年県キャンポリ…について 	 資料〈番号なし〉� 

2月初日(土)から� 26日(日)に開催される地区コミッショナ…会議で説嬰を行い、

地区に依頼を行う。

(体懇 15待� 45分から� 15持� 55分〉

{帯議事項] 

7. 人事 	 提案者/士山和雅理事長

(1)副理事長の了承を求める件について	 資料2会02・05


高IJ理事長の侃期満了に伴い、資料� 24-02-05の方々を次期開理事長として推薦し


全員異議なく求諾した。
 

1t畑金字 、 小 笠 原 四 郎 、 仲 間 始 
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(2)地誌襲撃の了承を求める件について	 資料  24・0206幽 

地区理事の任期議了に鐸い、各地区委員長から f平成  24年産地区理事Jとして資

料 24盤 02・06の方々について推薦金受けた。

全員異議なく承諾した。

鈴木	 喜代恵/伊東地区、士山 惟之/三島地区、川島 一部/沼重量港区

境田	 敏彦/御殿場・小山地区、牧野 保/衝土地区、野中 仁/富士宮地区

脇坂蔑/清水地区、辻 秀二郎/静岡地区、 )I[村進〆滋太地区

柴田	 伸二/おEB:li!l区、牧野勲夫/掛}II・袋井地区、村岡 朝雄/磐田地区

富村 靖矢/浜寺ま地区、近藤 孝/浜松東地区、今村 春事/浜北・天竜地区 

113')第話題宮本ジャンボ、ヲー/第 23回世界スカウトジャンポリー実行委員会

(略名称 : 16NJ/23WSJ実行委員会〉講成員の承認を求める件について

¥ 
楼案者/小笠原西部磁理毒事祭 

資料  24・02・08の方々な按閣とじて推薦 Lた。 24・02・08 

提案した議案について、挙手多数で承寵した。

8; 謀議盟法人北について 提案者〆仲間 始 法人化検討委員会委員長

〈色第 3詔迭人生設討委員会報告 資料  24・02・09

@法人の選択について

今接、当 は、 f一般社団法人J(非営手IH訪について、更に接討を進めること

ついて、理事会 を求めたα

提案した議案について、挙手多数で了敢した。 

9. 平成  23年度財団法人ボーイスカウト静岡県連盟維持財間 資料  24・02・10

からの助成金について 提案者/小笠原四郎財政員会委委員長

平成  23年度勃成金  270万円に対して、 12月 27 n(火)に 3，000万円の助成金合受領

した。

(1)助成金は、資料 24“02-10に基づき運用することについて、承認を求めた。

提案した議案について、挙手多数で求認、した。 

(2)緑の募金活動について

当県連関が扱う f緑の羽根J数量の削減を求め、間の負担軽減を菌るととで了殺した。 

10. 平成  24年産事業計踊案及び坂支予算案について(協議事項) 資料  24刷 O公 11

(1)事業言十罷業およむ令段支予算案について	 提案者/小笠原四郎副理事長

意見等は、議事甑で事務足立覆出するように依頼した。

平成 24年度第  1間理事会(4月 14詩〉で議事会の承認を求める。

※現荘、一般会計予算案に組み入れられている 	  r16NJ/23WSJ実行委設会j は、日

本連盟から支払われる費用の関係から 一般会計予算案から取り出し、特別会計  
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r16NJ/23WSJ実行委員会予算案j を設ける。� 

11. rみんなで第� 23回世界スカウトジャンボリーを成功させよう� j 資料 24ゆ2~12

協賛金について 提案者/土rlJ

①個入	 1口� 50，000円(10，000円X5回等の分割払いも可〉

静岡県連盟の割当は� noo口』

窃法人� 1口� 100，000円

当県連盟としてどのように取り組むか、今後の理事会で提議することを求めた。

人

Jhb判理 事氏名�  

事与地区理事氏名
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