
＊詳細は２０１１年度2012年2月度定例地区委員会議事資料欄を参照してください。

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

日時
場所

リーダー研修履歴　地区委員会名簿
QUA結果（達成隊・団ばかりでなく　全団・隊）
同時提出

浜松市教育委員会後
援事業
ボーイスカウト体験会

（登録者極小団は個別に　太田山委員会と相談）
ボーイスカウト講習会
静岡第519期（浜松地
区）

宗教章研修会（キリスト
教章）

ボーイスカウト講習会
静岡第520期（御殿場・
小山）

運営委員会

平成２３年度実施報告書式にて　実施計画に入っていた団は仲田団担当コ
ミまで2/末までに報告
平成24年度体験会予定を　少なくとも各団1回は計画（募集説明会の場合、
教育委員会後援は不要）

　コミ、進歩委員長　対象者リスト作成し、団委員長、リーダーに送付し(3月
早々）リスト漏れ等確認し　参加者確認(3/14）

　４／１までに　（参加費を添えて）堀内TTチーフ宛
（３／１１リーダー会時持参が　better。当日でも可能だが、ドタキャンの場合
参加費後日徴収します）

方廣寺研修に比較すると、かなり　修行が厳しい

障がい児スカウティング
3月に傷がい団ＲＴが県連で有ることになっているが、案内が無い
実施されれば　29団杉山氏が参加予定

進歩委員会 2月21日菊面接実施
野営行事委員会 特になし

総務委員会（財政・会計含む）
次回地区委員会で　Ｈ２３仮払金を精算ねがいます
緑のはね　負担金按分方法を　仲田→木俣、菊池、西村　に引き継ぐ

組織拡充委員会（ＨＰ含む）

友情章：浜松7団2名分受領、期末ぎりぎりまで申請しますので　どんどん申
請してください
スカウト展：6/17　ベル21で実施する。　企画書を議事資料に追加する
平成24年度　たちばな原稿割り当て　リストを議事資料に追加　、地区役員
は西村が担当する

３：地区業務報告および今後の予定

年間スケジュール確認 2012年2月16日時点

2012年スケジュール案20120202

地区大会は　都田公園で予定する
安全セミナーは6/2,3　パイオニアリング研修を6/3に予定する

県連

・日連９０周年記念章（300円/1人　登録者全員）
　県連から配布されたときに検討するが、「強制購入」のため　地区分担金
集金　（＝緑の募金負担と同時）と同時に集金を予定する

・23WSJ寄付：次回県連理事会で　県連として方向性が出てくるが、各団毎
年1万円×５年を覚悟する必要がありそう

・県議会ボーイスカウト活動推進議員連盟：　ほぼ県議会議員全員に入って
いただいた。地元団との関わりは　団におまかせする

県連
2012/5/27

御殿場市民交流センター
案内

堀内VS担当コミ　が調整中：本来　地区フォーラムで代表を決めるが

試験中で困難　かつ　方廣寺宗教章とブッキングしているため　代表を出せ
るか？

日連 スカウトソング研修会
2012/03/17～18
東京　築地本願寺

案内。申込書　３／１日連事務局宛
（奥島理事長の強い要望から実施）

県連
静岡県連スカウトフォー
ラム

2012/3/25

地区代表2名（ベンチャー）

2012/03/24～4/30　クリスチャンスカ
ウト宗教章委員会

宗教章研修会(仏教章）
2012/03/26～28　天台宗
比叡山延暦寺

スタッフ募集：各地区から　本部10名、野営区3名　奉仕が必要
浜名1団　田中先生にも　医師として　出来れば参加いただきたい
→奉仕者　次回地区委員会（３／２１）に確認

県連 宗教章研修会(仏教章）
2012/03/23～26　臨済宗
方廣寺　主管：浜松東地区

参加予約申込：2/8（延長20日）：地区リーダー会配布済み

8/10～入場可能
2/25　県連　地区コミ会議で
　　　仮申込書・推奨プログラム概要　配布予定
　　　県連HPに掲載予定

２：県連理事会・地区活性化委員会報告:その他　県連・日連情報

県連
９０周年県キャンポリー
あさぎり

2012年（平成24年）8/11～8/14(3泊4
日）
富士宮市ふもとっぱら

正式実施要綱が　県連HPに掲載中

浜松地区専用（託児あり：託児担当奉仕要）申込書2012/4/15

青少年の家

　（保護者にも参加勧誘）

平成２３年３月～平成２４年２月末受付　富士・菊・スーパーカブ　対象

平成２４年度　太田山
奉仕

2012/4/8
各団　2名（男性＝力仕事が出来る方）
参加者リスト　稲垣さん（石川さんでも可）に　提出

平成２３年度 スカウト顕
彰(市長訪問)

2012/3/27　15:00～15:30
14:30　市役所ロビー集合

登録申請・審査スケジュール:浜松19団９：００～に変更

平成２３年度報告、

平成２４年度予定

１：連絡事項・確認事項

Ｈ２４年度登録

登録申請：2012/3/4　9～12
　可美公民館・講座室
データ・登録費・提出物

2012年(平成24年）2月度定例地区委員会

2012年(平成24年）1月17日　19:30～21:30
可美公民館・講座室

名前 西村

2012/2/22 日付 2012/2/22

西村

確認 作成
地区委員長 地区事務局長 地区事務局

承認
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コミグループ

平成23年度事業報告
2012年2月18日

５：次回

2012/3/2１(水曜日）：可美公民館/講座室：地区委員会　　(注：20日夕方は公民館閉館）

H24地区役員は H23を継続する
BVS担当コミは　コミGで検討する
担当者は　H24事業計画（書式配布済み）を西村まで　データで提出してくだ
さい

各運営委員会・コミ 平成23年度事業報告書式　4月1日までに西村に提出
東部B　団委員長セミナー 奥島理事長講演：とにかく　情熱がすごい！！

５：その他

平成23年度会計報告
平成23年度会計報告書式　再掲
　　　3月地区委員会までに会計へ提出

運営委員会

コミG

４：協議・検討事項
地区重点目標達成のた
めに

地区表彰
QUA達成報告、２０１２計画（団QUAは暫定案）再掲
BVS、CS、BS、VS、団

ＶＳ 県連スカウトフォーラムは　23WSJに参加するスカウトにはぜひ参加して欲し

団担当
H23団訪問はほぼ終了、
浜名1団　３／３１：西村、石原、渋谷コミが入隊上進式に参加

ＣＳ 特になし

ＢＳ
BSキャンポリー３／１７～２０　実施。地区GB会議をGB訓練として実施中（日
程はスケジュール参照）

ＴＴ 2/23　ＴＴ会議＝4/8ボーイスカウト講習会第1回所員会議
ＢＶＳ 特になし

地区コミ
ＷＢ研修所（ＶＳ、ＣＳ、ＢＶＳ）申込なるべく早く（西村注：多く）　提出してくだ
さい

太田山委員会
4月8日奉仕予定　よろしく！
石川氏　Ｈ２４県連　野営備品委員会　委員に就任予定
平成24年度利用料改正（日帰り　ホール使用料の明確化を実施）
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２０１２年(平成23年度）　2月定例地区委員会
期日　 2012/02/21　　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
地区役員 協議会会長 浜松 7団・副団委員長 永田　逓児 ○

地区委員長 浜松12団：ＶＳ副長 西村　清矢 ○
　地区副委員長 浜松19団：団委員長 松浦　利行 ○
　地区副委員長 湖西 1団：団委員長 伴　信男 ×
総務委員長 浜松14団：団委員長 小笠原　勇 ○
　総務副委員長 浜松 １団：団委員長 磯部　哲一　 ○
　総務副委員長（財政担当） 浜名 1団：団委員長 小田木 靖夫 ○
組織拡充委員長 浜松19団：副団委員長 濱田　薫 ○
　組織拡充副委員長 浜松12団：団委員 竹田　みどり ×
　組織拡充副委員長 浜松 1団：ＢＳ副長 小林　博之 ○
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 ×
　進歩副委員長 引佐 2団：副団委員長 野沢　秋夫 ×
　進歩副委員長 浜松29団：副団委員長 青島　滋治 ○
野営行事委員長 浜松12団：団委員長 杉山　雅章 ×
　野営行事副委員長 浜松28団：団委員長 丸山　俊治 ○
　野営行事副委員長（安全担当） 浜名 １団：団委員 田中　保寿 ×
　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 ×
障害児スカウティング担当 浜松29団：団委員長 渡邊　興司 ○
会計 浜松 7団：団委員 菊池　仁 ○
事務長 細江 1団：団委員長 木俣　信彦 ○
 事務次長 浜松14団：団委員 宮本　尚子 ×
会計監査員 浜松14団：団委員 岡本　光太郎 ×
会計監査員 湖西 1団：ＢＳ副長 戸田　裕之 ×
太田山担当委員 引佐 2団：団委員長 石川　昭治 ○
地区ｺﾐｯｼｮﾅ- 浜松19団：ＢＳ隊長 渋谷　茂光 ○
　団担当ｺﾐｯｼｮﾅ- 引佐 2団：ＣＳ兼ＶＳ隊長石原　勝 ×
　団担当ｺﾐｯｼｮﾅ- 浜松12団：団委員 仲田　始 ○
　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 ○
　副ｺﾐｯｼｮﾅ-（CS担当） 浜松 １団：ＣＳ隊長 荻　茂隆 ○
　副ｺﾐｯｼｮﾅ-（BS担当） 浜松12団：ＢＳ隊長 斉藤　晶子 ○
　　　　　　　　（BＶSリーダー会担当引佐 2団：ＢＶＳ隊長 川瀬　泰隆 ○

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 20
構成員 32
出席率 0.63 >0.5 定足数


