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2020-2021年度 第 3回役員会・評議会出欠表 

 

No, 役 職 氏 名 クラブ名 
役員会

構成員 

評議会

構成員 

第3回役員会･評議会 

出欠 

1 びわこ部部長・代議員 西川 裕介 彦根シャトー ○ ○ ○ 

2 
びわこ部直前部長・ 

代議員・監事 
東 康彦 滋賀蒲生野 ○ ○ ○ 

3 
びわこ部次期部長・ 

HP情報委員長 
安田 博彦 近江八幡 ○ ○ ○ 

4 びわこ部書記 河口 裕亮 彦根シャトー ○  ○ 

5 びわこ部会計 前川 幸久 彦根シャトー ○  ○ 

6 
Ｙサ・ユース事業主査・ 

200推進チーム委員長 
井之上温代 滋賀蒲生野 ○  × 

7 地域奉仕・環境事業主査 太田 美智代 近江八幡 ○  ○ 

8 EMC事業主査 寺倉 利明 長浜 ○  ○ 

9 国際・交流事業主査 宮本 年博 彦根 ○  ○ 

10 メネット事業主査 滝本 英子 草津 ○  × 

11 びわこ部監事 池田 政弘 草津 ○  × 

12 近江八幡クラブ会長 藪 秀実 近江八幡  ○ ○ 

13 彦根クラブ会長 外海 清圭 彦根  ○ ○ 

14 彦根シャトークラブ会長 金澤 芳夫 彦根シャトー  ○ ○ 

15 長浜クラブ会長 江畑 明 長浜  ○ ○ 

16 草津クラブ会長 一井 伸介 草津  ○ × 

17 滋賀蒲生野クラブ会長 三原 茂靖 滋賀蒲生野  ○ ○ 

18 高島クラブ会長代行 牧 賢範 高島  ○ × 

19 
びわこ部ワイズ起こし 

リーダー 
松岡 義隆 長浜 ○  ○ 

20 びわこ部担当主事 久保田 展史 滋賀YMCA ○  ○ 

    13 10 15 

 

※オブザーバー参加： 戸所西日本区直前理事（彦根シャトー）、 

伊藤びわこ部ワイズ起こし運動事務局長（長浜） 

 

役員会成立の確認 【部則: 第3章第7条(評議会)、第8条(役員会)】 

 【構成員】 役員会： 部長、直前部長、次期部長、監事、書記、会計、連絡主事、事業主査、特別委員 

        評議会： 部長、直前部長、次期部長、クラブ会長、代議員（部長・直前部長）  

※ 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。(部則第8条第3項 議決) 

※ 評議会は構成員の2/3以上の出席を持って成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。  

(部則第7条第3項 定数及び議決)   

※今期の役員会構成員数は、13名 

※今期の評議会構成員数は、10名（7名をもって2/3以上の出席とする） 
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2020-2021年度 第 3回役員会・評議会プログラム 

 

 

 

 

2021年2月27日(土): 

 

13:45 ZOOM会議室開場                                              受付:部三役 

                                                                        司会進行:河口裕亮 書記 

14:00 第3回役員会・評議会 開会宣言･点鐘                                西川裕介 びわこ部部長 

ワイズソング清聴                                                        一同 

部長挨拶                                                       西川裕介 びわこ部部長 

   直前部長挨拶                             東康彦びわこ部直前部長 

次期部長挨拶             安田博彦びわこ部次期部長 

14:10 オリエンテーション・出席者確認                         河口裕亮 書記 

14:15 部長活動報告          西川裕介 びわこ部部長 

14:20 議案審議･協議 (50分間)                             議長: 西川裕介 びわこ部部長 

15:10 事業主査報告(3分×5)                                                各事業主査 

15:25 会長報告(3分×7)                                                    各クラブ会長 

15:45 常置委員長･専任委員(長)報告                                各委員(長)・専任委員 

15:50 インフォメーション           河口裕亮 書記・前川幸久会計 

15:55 YMCAの歌清聴                   一同 

16:00 第3回役員会・評議会 閉会宣言･点鐘                                西川裕介 びわこ部部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

びわこ部部長活動報告 (12月～2月) 

 

報告者  びわこ部部長 西川裕介 

 

【びわこ部部長活動報告】 

 11/28（土）-11/29（日） 西日本区役員研修会  クライトンホテル大阪 

12/7（月）  西日本区部長会   ZOOM 

2/2（月）  西日本区部長会   ZOOM 

 

【新型コロナ対策特別基金について】 

 クラブ活性化資金交付申請【第 2次】の募集がされています。 

 申請をご希望のクラブはお早めに申請をお願いいたします。 

 別紙にて資料を添付しています。詳細は後程書記から報告いたします。 

 

【西日本区事務所稼働状況について】 

 1月13日（水）より通常業務と在宅業務を併用されておられます。 

・月、金曜日 西日本区事務所業務 電話での対応可 

・水、木曜日 在宅業務のため、問い合わせはメールでお願い致します。 

 

【西日本区次期会長・主査研修会開催について】 

  2021年3月6日（土）13:00～18:30（予定） 単日開催にて開催されます。 

詳細は後程書記から報告いたしますが、今回は参加、不参加に関わらず西日本区からワークブック代金

として3,000円の請求が受講対象者全員にあるとの事です。会場参加の方は会場でお支払い頂きますが、

ZOOM 参加、不参加の方々については、後日発行される請求書の内容に基づき、部で取りまとめてお支払

いして下さいとの依頼を受けています。不参加でも同額の費用が発生しますので、安田次期部長に連な

る次期役員関係者方々は是非とも積極的な参加を下さいますようお願い致します。 

 

【2022-23  国際選挙結果のお知らせ】   

 過日会長の皆様にご投票頂いた国際協会役員選挙の結果を以下の通りお知らせします。 

 

2022-23  国際会⻑  KOODATHINALIL CHACKO, Samuel   

（サミュエル･クーダシナリル・チャッコさん インド・バンガロールクラブ） 

2022-24:国際議員,2022-23:アジア太平洋地域会⻑ SHEN, Chi-Ming (Charming) 

（チ・ミン（チャーミング）シェンさん 台湾・台北ダウンタウンクラブ 

 

【今期西日本区各種献金に関して】   

 2/18 安井西日本区書記より連絡がありました通り 

 献金に関して、今期は担当主事を人数に含むとされたそうです。 

 お間違えの無きようお願い申し上げます。 

 

【草津クラブさんについて】 

 前回のびわこ部役員会・評議会後の 12月初旬に、一井会長から草津クラブ解散の一報が入りました。 

12 月末をもって解散することをすでにクラブ役員会にて決定済みとの事でしたが、一旦今期一杯はクラ

ブ名を存続頂くという所で折り合いをつけて頂いています。後程、協議の時間において詳細報告と部と

しての対応を相談させて頂きたく思いますので宜しくお願い致します。 
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 2021年2月27日 

2020－2021年度  

議長 びわこ部部長 西川裕介 様 

提案者 所属・役職名 びわこ部書記 

氏 名 河口裕亮（彦根シャトー） 

びわこ部第 3回役員会・評議会 議案書 

【第 1号議案】 

議案名 

    2020-2021年度 びわこ部第 2回役員会・評議会議事録承認の件 

議案内容 

2020-2021 年度  びわこ部第2回役員会・評議会議事録を承認いただきたい。 

      

      

      

      

      

      

      

提案理由 

次頁以降（P.6～P.13）に記載されましたびわこ部第2回役員会・評議会役員会(2020年 11月21日)に 

おける議事録の承認をお願いいたします。 

※資料１を参照下さい 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 ■決定 ■（報告） 

緊 急 性  □緊急を要する  □要しない    ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（       ）  出席を要請すべき人（  役員・評議会員  ） 
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【資料１】 

2020-2021年度びわこ部 第 2回役員会・評議会議事録 
 

日 時: 2020年11月21日(土) 14:00～16:00 

 

会 場: 彦根勤労福祉会館 4F 大ホール 

 

出席者：西川びわこ部部長・東直前部長・安田次期部長（HP情報委員長）・河口びわこ部書記 

前川びわこ部会計・井之上Yサ主査・矢守EMC主査 

宮本国際交流主査・松岡ワイズ起こしリーダー 

藪近江八幡クラブ会長・外海彦根クラブ会長・金澤彦根シャトークラブ会長 

江畑長浜クラブ会長・一井草津クラブ会長・三原滋賀蒲生野クラブ会長・牧高島クラブ会長 

            以上16名 

（欠席者）池田監事・太田地域奉仕主査・滝本メネット主査・久保田滋賀YMCA総主事 

            以上4名 

 

        司会進行:河口裕亮 書記 

第 1 回役員会・評議会 開会宣言･点鐘                           西川裕介 びわこ部部長 

ワイズソング清聴                                                        一同 

部長挨拶並びに活動報告                                             西川裕介 びわこ部部長 

【高島クラブ栗本会長急逝の報告、及び栗本会長を偲び、全員にて黙祷】 

【公式訪問例会について】 

コロナ禍の中でしたが、西川部長、書記、会計の 3名にて皆様のご協力を頂きながら、 

下記日程にてびわこ部全クラブの訪問を実施完了。 

近江八幡クラブ  8/19（土）19:00～21:00 8月例会 アンドリュース記念館 

彦根クラブ  7/14（火）19:00～21:00 7月例会  彦根勤労福祉会館 

彦根シャトークラブ 8/22（土）19:00～21:00 8月納涼例会  龍燐 

長浜クラブ  10/1（木）18:45～21:00 10月EMC例会 北ビワコホテルグラツィエ 

草津クラブ  10/20（火）19:00～21:00 10月例会  草津アーバンホテル 

滋賀蒲生野クラブ  9/8（火） 19:00～21:00  9月例会 ホテルニューオーミ 

高島クラブ  11/11（水）19:00～21:00 11月例会 マキノパークホテル 

【びわこ部部長活動報告】 

 7/11（土） 第1回びわこ部役員会･評議会 彦根勤労福祉会館 

 10/24（土） びわこ部YYフォーラム  ホテルニューオーミ 

 10/31（土） 西日本区第2回役員会  ホテルクライトン新大阪 

 11/19（木） 名古屋YMCAチャリティゴルフ大会 鈴鹿カントリークラブ 

 11/21（土） 第2回びわこ部役員会・評議会 彦根勤労福祉会館 

【23期国際ブースター賞についての報告及び授与】 

 長浜クラブの松井一利さん（退会）が昨期の国際ブースター賞を受賞され、 

 メダルと賞状がびわこ部に送られてきた。江畑会長に贈呈。 

 

【西日本区役員会報告】 

① 第25回西日本区大会の開催について以下の通り決定。 

  ホストクラブ  京都トップスクラブ  

協力クラブ    岡山クラブ  

開催年月日    2022 年 6 月 11 日（土）・12 日（日）   ＊6 月 10 日（金）前夜祭  

開催地        岡山国際ホテル（岡山市）  
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② YES献金取り扱いの件 

  YES 献金のうち、6割相当を区で活用し、 

４割相当をアジア太平洋地域へ納付。 

③ ワイズメンズクラブ創設東西両区 25 周年記念に向けて、 

東西交流会実行委員会設置が承認された。 

④ 第23回  西日本区「区大会支援金」決算報告承認及び残金（￥５３２，４５５円）を 

西日本区の経常会計に戻すことが承認された。 

⑤ 新型コロナ対策特別基金について 

基金の配分が確定されたので報告 

申請されていないクラブにも一律 10,000円が支給される。 

【直前部長挨拶】                               東康彦びわこ部直前部長 

【次期部長挨拶】                 安田博彦びわこ部次期部長 

 

【議案審議】 

 

【第 1号議案】 

提案者 

びわこ部書記 河口裕亮（彦根シャトー） 

議案名 

    びわこ部第１回役員会・評議会議事録承認の件 

議案内容 

2020-2021 年度  びわこ部第１回役員会・評議会議事録を承認いただきたい。 

提案理由 

次頁以降（P.5～P.6）に記載されましたびわこ部準備役員会(2020年 6月 20日)における議事録の

承認をお願いいたします。※資料１を参照下さい 

 

＜審議の結果＞  役員・評議員・全会一致にて承認された。 

【第 2号議案】 

提案者 

びわこ部書記 河口裕亮（彦根シャトー） 

議案名 

    びわこ部第１回臨時役員会・評議会議事録承認の件 

議案内容 

2020-2021 年度  びわこ部第１回臨時役員会・評議会議事録を承認いただきたい。 

提案理由 

次頁以降（P.12）に記載されましたびわこ部第 1回臨時役員会・評議会(2020年 7月 11日)におけ

る議事録の承認をお願いいたします。※資料 2を参照下さい 

 

＜審議の結果＞  役員・評議員・全会一致にて承認された。 

 

 

【第 3号議案】 

提案者 

ワイズ起こし運動推進リーダー 松岡義隆（長浜） 

議案名 

    2020-2021年度「ワイズ起こし運動推進における推進費用」予算化の件 
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議案内容 

びわこ部ワイズ起こし運動」 推進の一環として、今般『びわこ部ワイズリーフレット』を作成し

たいため、その作成費用となる、55,000円を予算化していただきたく承認をお願いいたします。 

提案理由 

   『入りたくなるびわこ部・支えたくなる滋賀 YMCA』 

～２０２２年度に向けて地域と共に躍動するびわこ部～というスローガンを掲げ、 

スタートした「びわこ部ワイズ起こし運動」も２年目を迎えました。 

   コロナ禍という未曽有の危機的状況に見舞われワイズ活動も一時自粛ムードとなりました

が、 

こんな今だからこそ、ワイズ起こし運動をびわこ部一丸となって、推進する必要があります。 

   つきましては推進用ツールとして、今般 『びわこ部ワイズリーフレット』を作成するため、 

予算化を願い出たものです。 

  《 別添参考資料 》  新生ワイズ起こしニュース第２号 ２０１９年１２月発行 

※ なお。本リーフレットは、2021 年 2 月開催予定のＥＭＣシンポジュームに素案内容を提示し、

現在、企画作成中である「第2回ワイズ地域フォーラム」を湖南草津地域（案）で、４～５月頃を目

途に開催し一斉配布を検討しております。 

 

＜審議の結果＞  役員・評議員・全会一致にて承認された。 

 また、西日本区における資金活用についても機会があれば申請を検討する事とした。 

 

【第 1号協議】 

提案者 

びわこ部部長 西川裕介（彦根シャトー） 

議案名 

     2020-2021年度 びわこ部合同新年例会開催の是非について 

議案内容 

今年度の新年交流例会を開催するか否かのご協議をお願いします。 

提案理由 

今年度も例年に倣い、会員相互の親睦をはかるため、びわこ部合同新年例会の開催を検討していま

したが、昨今、県内においてもコロナウイルスの感染拡大が日に日に増加してきています。この状

況下における開催の是非を判断致したく思いますので皆さんのご意見を頂戴したく存じます。 

 

＜審議の結果＞  各役員の意向を発言して頂いたが、結論を出すには至らず、部三役の判断に任せるという事で 

 全会一致で保留となった。 

 →この後部三役による協議の結果、開催を見送ることが決定され、2,020年 12月1日付の 

  メール案内にて開催中止が案内された。 

 

 

 

【事業主査報告】 

 

・Yサ・ユース事業主査 井之上温代（滋賀蒲生野） 

 【期間中の活動報告】 

  2020/6/28 風の谷キャンプ場ワークの実施 

    草刈り、シャワー設備の設置作業など。 

    コロナ禍を鑑み午前中のみの実施。参加者58名 

  2020/9/27 滋賀YMCAチャリティランは中止。 

2020/10/24 YYフォーラムをホテルニューオーミにて開催。 
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    YMCAスタッフ 9名 ワイズメン 12名、 

西日本区 益国 Y’サ・ユース事業主任 リモート参加 計 22名 

              前年度実施のリーダーへのアンケートの結果 配布 

【今後の活動予定】 

   未定 

 

・地域奉仕・環境事業主査 太田美智代（近江八幡） 

 【期間中の活動報告】 

  2020/11/7 ワイズデーイベントとして10時より琵琶湖湖岸清掃を実施。 

      彦根クラブ２名、滋賀蒲生野クラブ5名、近江八幡クラブ 15名 

（メネット2名、孫メット2名を含む）計22名の参加 

小雨の降るなか牧浄水場までの4キロの清掃を実施させて頂きました。  

草津クラブは、今年は中止。 

長浜クラブは、10月17日の予定でしたが中止。今後、検討中との事。 

彦根シャトーは、来年に向けて検討中との事。 

【今後の活動予定】 

   未定 

・EMC事業主査 寺倉利明（長浜） 

 【矢守ワイズ退会に伴い後任として就任挨拶】 

  矢守主任のクラブ退会をうけて、引き続きのEMC主任として就任致しました。 

  宜しくお願いいたします。まずは EMCシンポジウムの実施に向けて頑張りたく存じます。 

 【期間中の活動報告】 

  2020/9/18 EMC主査懇談会への参加 

  2020/10/1 長浜クラブEMCアワー例会への参加 

【今後の活動予定】 

 2021/2/20 EMCシンポジウム開催予定 

   ワイズ起こし運動へも積極的な協力を進めたい 

   各クラブのEMC集計報告は遅滞なくお願いします 

 

・国際・交流事業主査 宮本年博（彦根） 

 【期間中の活動報告】 

    ハイデラバードワイズメンズクラブ Vijaya（ビジェイ）氏と 

毎日ＳＮＳでチャットを実施 

【今後の活動予定】 

    びわこ部合同新年例会の開催が決まれば、段取りを進めます。 

 

・メネット事業主査 滝本英子（草津）※欠席のため一井会長より報告 

 【期間中の活動報告】 

コロナ禍のため自粛 

【今後の活動予定】 

    スケジューリングされた予定はありません。 

 

・滋賀YMCAより書面による報告 

 

【クラブ会長報告】 

 

・近江八幡クラブ会長 藪秀実 

 【期間中の活動報告】 
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コロナ禍の中の新年度となりました。近江八幡クラブは例会は通常の通りに開催していますが、会食は

避けています。（8月の納涼例会は野外の「妹背の里」で行ったために「お弁当」を用意しました。） 

9月例会は、西川びわこ部長、河口書記、前川会計をお招きしました。近江八幡クラブの規約の見直し

と確認をご一緒にしていただきました。10月はコロナ禍の今後のワイズ活動についての意見交換を行

い、例年とは違った基本方針をみんなで考える機会を得ています。亀山謙四郎ワイズが入会くださり感

謝です。11月は移動例会とし、滋賀県平和祈念館を訪ね戦争の悲惨と「いのち」の大切さを感じとっ

てきました。 

【今後の活動予定】 

クリスマス例会は密を避けながら、何とか開催したいと準備しています。 

滋賀ＹＭＣＡとのリレーションを今まで以上に取れる活動を行いたいと願っています。 

 

 

・彦根クラブ会長 外海清圭 

 【期間中の活動報告】 

  7月 14日  スタートアップ例会・部長公式訪問例会 

    8月 11日  納涼例会 醒ヶ井多々美屋 

    9月 08日   9月例会 卓話「YMCAとヴォーリズ」 藪 Ys 

    10月 13日  10月例会 滋賀蒲生野クラブとの合同例会中止になり 

              卓話「新型コロナウイルスの今後」 ヒロ林 Ys 

    10月 25日 ＹＭＣＡ農園芋ほり 雨で保育園児のいもほりできず 

   11月 7日  びわこ湖岸道路清掃に参加 

    11月 10日 11月例会 卓話「琵琶湖の漁業について」 澤田宣雄氏 

【今後の活動予定】 

12月 5日  ちびっこサッカー大会 荒神山グラウンド 

   12月 19日 12月例会 彦根琵琶湖ホテル 

    1月 23日  びわこ部新年合同例会に参加 

    2月 9日  2月例会 

    3月 4日  4クラブ合同例会 

    4月 13日  4月例会（花見） 

    5月 11日  5月例会 

    6月 9日  6月引継ぎ例会 

 

  ※高島クラブとの交流機会の検討をお願いしたい 

 

・彦根シャトークラブ会長 金澤芳夫 

 【期間中の活動報告】 

7月 11日 びわこ部第一回役員会・評議会     

7月 16日 第一例会（定時総会） 

7月 22日 YMCAちびっこ市民クリスマス実行委員会  

8月 22日 第 1例会（納涼例会）     

9月 9日 YMCAちびっこ市民クリスマス実行委員会  

9月 24日 第 1例会（ファンドアワー） 

10月 10日 ジャガイモファンド      

10月 22日 第 1例会（Ｙサアワー）       

10月 24日 びわこ部 YYフォーラム        

11月 8日 第 1例会（紅葉例会）     

11月 21日 びわこ部第二回役員会・評議会    
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【今後の活動予定】 

12月 19日ファミリークリスマス例会 

1月 9日 第 1例会（新年例会）       

1月 21日 第 2例会（EMCアワー） 

2月 25日第 1例会（TOF例会） 

3月 4日 第 1例会（4クラブ合同例会）   

3月 25日 第 2例会（ドライバーアワー） 

4月 11日 第 1例会（花見例会）        

4月 22日 第 2例会（定時総会） 

5月 13日 第 1例会（ブリテンアワー）    

5月 23日 第 2例会（ひよこサポート） 

6月 12～13日 第 21回西日本区大会       

6月 19日 第 1例会（引継例会） 

 

  ※8月の納涼例会において、善利知宏ワイズが入会されました。 

また後期においても、1人の入会を予定しております。 

・長浜クラブ会長 江畑明 

 【期間中の活動報告】 

  7月 11日  びわこ部第一回役員会・評議会     

7月 16日  第一例会（定時総会） 

8月 20日  第一例会（臨時総会） 

9月 3日  第一例会（スピーチ） 

10月 1日  第一例会（EMCアワー） 

10月 10日  ファンド事業・ポテト配布  

10月 24日  びわこ部 YYフォーラム        

11月 5日  第一例会（YMCAアワー） 

11月 10日  大阪サウスクラブ 65周年例会     

11月 21日  びわこ部第二回役員会・評議会    

11月 21日  地域奉仕事業イルミネーション設置 

   

※高島クラブ新設後の例会に当クラブより毎回 3名～4名参加し交流を図っています。 

 

【今後の活動予定】 

12月 3日 クリスマス準備例会        

12月 20日 ファミリークリスマス例会 

1月 7日  新年例会              

1月 21日 連絡例会 

2月 4日  TOF例会 

3月 4日  4クラブ合同例会 

4月 1日  テーマ別意見交換例会        

4月 17日 親睦例会 

5月 6日  講演例会 

6月 3日  引継ぎ例会 

 

・草津クラブ会長 一井伸介 

 【期間中の活動報告】 

 コロナのため例会は10月の部長公式訪問のみでしたが、 

10月31日、有志による福島からの避難者の会との交流会をしました。 
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    11月14日、甲府21クラブ、30周年記念例会にクラブを代表して4人が山梨を訪問しました。 

 

【今後の活動予定】 

コロナの様子を見ながら、出来るときに例会をする予定です。 

 

・滋賀蒲生野クラブ会長 三原茂靖 

7/14  7月定例会開催 キックオフ例会 

8月定例会はコロナ拡大の為休会 

8/25  8月第 2例会 琵琶湖湖畔で夕陽を見る会実施 

9/18  9月定例会開催 部長公式訪問  

10/13  10月定例会開催   

11/10  11月定例会開催 

11/7   11月第 2例会近江八幡クラブと共に琵琶湖湖周道路の清掃 5名参加 

 ※コロナ禍の為、計画の見直しが多いので、今後のびわこ部と西日本区の予定を知らせてほしい。 

  →期首のスケジュールに沿って開催可否を睨みながら進めています。 

 

・高島クラブ会長代行 牧 賢範 

 【栗本会長ご急逝に伴い後任の会長代行として就任ご挨拶】 

 【期間中の活動報告】 

7/8 第一回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

7/15 豪雨被害による家屋の土砂撤去ボランティア活動（拝戸地区） 

7/22 第一回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

7/25 豪雨被害による家屋の土砂撤去ボランティア活動（拝戸地区） 

9/9 第二回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

10/14 第三回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

10/28 第三回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

11/11 第四回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

11/25 第四回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

 

【今後の活動予定】 

12/9第五回 第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

12/20 長浜クラブ合同クリスマス例会 

1/13 新年例会 

1/27 第六回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  2/10 第七回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  2/24 第七回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  3/10  第八回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  3/24 第八回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  4/14 第九回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  4/28 第九回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  5/12 第十回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  5/26 第十回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  6/9 第十一回 第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  6/23 第十一回 第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

 

【びわこ部報告】 

・びわこ部書記 河口裕亮 
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 【びわこ部部報第1号発行について】 

 今年度部報は2020年8月、2021年2月、2021年7月と、3回の発行を予定していましたが 

  大きな出来事が続けて起こってしまい、発行の機会を逃してしまっております。 

 まことに申し訳ございませんが、仕切りなおしの上、早々に発行を考えておりますので 

ご容赦下さいますようお願いを申し上げます。 

 

【ZOOMによるWEB会議環境整備について】 

 順次整備を進めていきます。 

 今しばらくお時間を下さいますようお願い致します。 

 

【次期役員研修会の開催について】 

 11/28（土）-11/29（日）新大阪クライトンホテルでの開催が予定されています。 

 びわこ部からの出席予定者は 

 戸所直前理事、安田次期部長、西川部長、河口次期 Yサ主任、正村LD委員の5名です。 

 コロナ感染者が急増している中ですので、WEBでの参加も可能となりました。 

 ご希望の方は安井西日本区書記までご連絡をお願いします。 

 

【次回びわこ部役員会・評議会について】 

 ◆第3回びわこ部役員会・評議会 

  日時：2021年2月27日（土）14:00～16:00 

  会場：彦根勤労福祉会館 

   

YMCAの歌清聴                  一 同 

第 2 回役員会・評議会 閉会宣言･点鐘                           西川裕介 びわこ部部長 

第 2回役員会終了 16:00 

 

作成：びわこ部書記 河口裕亮 
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 2021年2月27日 

2020－2021年度  

議長 びわこ部部長 西川裕介 様 

提案者 所属・役職名 びわこ部部長 

氏 名 西川裕介（彦根シャトー） 

びわこ部第 3回役員会・評議会 議案書 

【第 2号議案】 

議案名 

    2020-2021年度 次期会長主査研修会参加登録者への補助及び登録費用支払い方法承認の件 

議案内容 

2020-2021 年度  次期会長主査研修会参加登録者への補助金額及び手順を承認いただきたい。 

①  今年度の研修会はコロナ禍中において、通常年度と違う形式で開催されるため、参加、不参加に

関わらず、参加対象者全員一律3,000円の登録料（ワークブック代金）が必要だそうです。 

②  次年度の部役員方々については「参加義務のある次年度部役員登録料5,000円以下の金額につい

ては全額を部が補助する」との部則記載に則り、3,000円全額を補助致します。 

    ②  また、今年度の研修会登録料は現部長が取りまとめて西日本区へお支払する事になっています。 

        上記対象者については部会計にて対応しますが、対象者以外である次年度クラブ会長の方々

については別途徴収させて頂く必要がありますので、ご準備とご対応をお願いいたします。

西日本区から研修会終了後に送付される予定の請求内容に基づき、一旦全額をびわこ部会計

からお支払致しますので、この後にご請求差し上げる予定です。 

提案理由 

例年と違う開催形式のため登録料支払い手順も特別な形となりました事をご理解ください。また、びわこ

部からの参加登録者がかなり少ないようです。欠席にて回答されておられる方も変更は可能ですので、ぜひ

とも再調整を頂き、ZOOMにてご参加くださいますようお願い申し上げます。 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 ■決定 ■（報告） 

緊 急 性  ■緊急を要する  □要しない    ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（       ）  出席を要請すべき人（  役員・評議会員  ） 
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 2021年2月27日 

2020－2021年度  

議長 びわこ部部長 西川裕介 様 

提案者 所属・役職名 びわこ部次期部長 

氏 名 安田博彦（近江八幡） 

びわこ部第 3回役員会・評議会 議案書 

【第 3号議案】 

議案名 

    次年度部役員及び体制について   

議案内容 

次年度のびわこ部役員体制についてご報告を差し上げるとともに、 

内容についてご確認およびご承認を求めたい。 

 

【資料2】 2021-2022 びわこ部役員一覧（案）をご覧下さい。      

      

      

          

提案理由 

ワイズ越こし運動の継続、YMCAとの協力・支援体制の強化を実行するため、 

コロナ禍に適宜対応し、びわこ部全体の協力体制と結束力を高める。 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ ■情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 ■決定 □（報告） 

緊 急 性  ■緊急を要する  □要しない    ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（       ）  出席を要請すべき人（  役員・評議会員  ） 
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役　職 氏　名 クラブ名

部長 安田　博彦 近江八幡

直前部長 西川　裕介 彦根シャトー

次期部長 林　宏一 彦根シャトー

書記 西川　允 近江八幡

会計 太田　美智代 近江八幡

事務局長 　

監事 東　康彦 滋賀蒲生野

代議員 西川　裕介 彦根シャトー

代議員 安田　博彦 近江八幡

担当主事 久保田　展史

事業主査

役　職 氏　名 クラブ名

Ｙサ・ユース 平田美喜蔵 近江八幡

地域奉仕・環境 外海　清圭 彦根

ＥＭＣ 谷村　直樹 彦根シャトー

国際・交流 江畑　明 長浜

メネット 三原　茂靖 滋賀蒲生野

200推進チーム 井之上温代 滋賀蒲生野

びわこ部ワイズ起こしリーダー 松岡　義隆 長浜

HP情報 安田　博彦 近江八幡

クラブ会長

クラブ名 氏　名 メール委員

近江八幡 松本　太一 坂井　繁

彦根 宮本　年博

彦根シャトー 正村　暁子

長浜 田中　浩文

草津

滋賀蒲生野 東　康彦

高島 牧　賢範

2021-2022 びわこ部役員一覧（案）【資料2】 
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 2021年2月27日 

2020－2021年度  

議長 びわこ部部長 西川裕介 様 

提案者 所属・役職名 びわこ部次期部長 

氏 名 安田博彦（近江八幡） 

びわこ部第 3回役員会・評議会 議案書 

【第 4号議案】 

議案名 

    次年度びわこ部部会開催について 

議案内容 

次年度のびわこ部部会開催について報告を差し上げると共に 

内容についてご確認およびご承認を求めたい 

 

開催日時：2021年10月 9日（土） 時刻未定 

会場： 豊郷小学校旧校舎 

529-1169  豊郷町石畑 518番地  

          (近江鉄道豊郷駅より徒歩 10分   湖東三山スマートICより車10分)      

      

               

提案理由 

近江の歴史に触れ 研修と交流を分かち合い、びわこ部の結束をはかりたい。 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 ■決定 ■（報告） 

緊 急 性  ■緊急を要する  □要しない    ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（       ）  出席を要請すべき人（  役員・評議会員  ） 
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2021年2月27日 

2020－2021年度  

議長 びわこ部部長 西川裕介 様 

提案者 所属・役職名 びわこ部次期部長 

氏 名 安田博彦（近江八幡） 

びわこ部第 3回役員会・評議会 協議案 

【第 1号協議】 

議案名 

    びわこ部によるZOOM有料アカウント購入の件 

議案内容 

びわこ部にてZOOMの有料アカウントを購入いただき、部の行事の活性化に役立てたい。 

      

      

      

      

      

      

      

提案理由 

新型コロナ禍において、リモート会議の重要性が高まってきている中、次年度以降も円滑なリモート会議

を推進していきたいので、是非ともびわこ部にて有料アカウントの購入を検討頂きたい。できれば 3月以降

次年度の会合にも使用したく思いますので、宜しくお願い致します。 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 ■決定 ■（報告） 

緊 急 性  ■緊急を要する  □要しない    ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（       ）  出席を要請すべき人（  役員・評議会員  ） 
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2021年2月27日 

2020－2021年度  

議長 びわこ部部長 西川裕介 様 

提案者 所属・役職名 EMC主査 

氏 名 寺倉利明（長浜） 

びわこ部第 3回役員会・評議会 協議案 

【第 2号協議】 

議案名 

     今年度EMCシンポジウム開催の件 

 

議案内容 

    新型コロナ感染拡大に伴い延期となった EMCシンポジウムを、 

3月－5月中にZOOMによるリモート会議の形式にて開催したい。 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

    西日本区、びわこ部ともに会合形式のイベント開催が困難になっている状況下、オンライン形式での会

合を持ち、EMC に関してのクラブメンバーの意識を高め、びわこ部ワイズ起こし運動の活性化につなげ

ていきたい。 

 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 ■決定 ■（報告） 

緊 急 性  ■緊急を要する  □要しない    ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（       ）  出席を要請すべき人（  役員・評議会員  ） 
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 2021年2月27日 

2020－2021年度  

議長 びわこ部部長 西川裕介 様 

提案者 所属・役職名 ワイズ起こし運動リーダー 

氏 名 松岡義隆（長浜） 

びわこ部第 3回役員会・評議会 協議案 

【第 3号協議】 

議案名 

     びわこ部ワイズ起こし運動についてのご報告及び今後へ向けてのお願い 

議案内容 

   びわこ部ワイズ起こし運動の今期活動報告と、次年度以降へ向けての取り組みと組織体制構築について 

ご協議をお願いしたい。 

      

      

      

      

      

      

提案理由 

今年度は草津・湖南地区方面においてワイズ市民フォーラム開催を計画していましたが、コロナ禍の影響

により開催の可能性が危うくなってきています。今年度の開催は一旦保留すると仮定しても、引き続き次年

度以降もこの構想が着実に進展するように皆様のご協力とご理解を頂きたく思います。現在びわこ部７クラ

ブのリーフレットを製作中です。完成次第各クラブに配布したいと思います。 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 ■決定 ■（報告） 

緊 急 性  □緊急を要する  □要しない    ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（       ）  出席を要請すべき人（  役員・評議会員  ） 
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 2021年2月27日 

2020－2021年度  

議長 びわこ部部長 西川裕介 様 

提案者 所属・役職名 びわこ部部長 

氏 名 西川裕介（彦根シャトー） 

びわこ部第 3回役員会・評議会 協議案 

【第 4号協議】 

議案名 

    解散決定をされた草津クラブさんに対するびわこ部の対応について 

議案内容 

   解散決定をされた草津クラブさんへの対応について協議をお願いしたい。 

     ① 草津クラブさんへの働きかけについて 

     ② 部としての対応について 

     ③ 部役職代行の対応について…等 

      

     

      

      

提案理由 

昨年 12 月に、一井草津クラブ会長より今年いっぱいをもってクラブを解散するとの連絡が部三役に入り

ました。その後の話し合いにより、何とか今期一杯はクラブの存続をして頂けることになりましたが、活動

はすべて停止されておられます。来期以降の存続が見通せない中ですが、びわこ部としてどのような対応を

すべきか、皆様のお知恵を頂けますようお願い申し上げます。 

 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 ■決定 ■（報告） 

緊 急 性  □緊急を要する  □要しない    ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（       ）  出席を要請すべき人（  役員・評議会員  ） 
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Y'サ・ユース事業主査・委員会報告(12月～2月) 

 

報告者  氏 名 井之上 温代 ( 滋賀蒲生野クラブ ) 

 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

特別にありません。 

 

2. 後期(3月～6月)の活動計画 

＊ Y’サ献金 一人＠2,000 3月 15日まで。 

＊「2020年度滋賀 YMCA卒業リーダー祝会」 

日時 2021年 3月 21日(日) 午後 1時～2時 

場所 近江金田教会 

出席者 今年度卒業のリーダーのみ 

 

3. 部への要望 

  特にありません。 

 

4. その他 

滋賀 YMCA 「Amazonみんなで応援プログラム」を見てご協力をお願いします。 

   https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/genericItemsPage/17CYQBS6S07UB 

 

 

 

 

地域奉仕：環境事業主査・委員会報告 (12月～2月) 

 

報告者  氏 名 太田 美智代  (近江八幡クラブ) 

 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

活動は、何もありませんでした。 

 

2. 後期(3月～6月)の活動計画 

今の状態では、活動は難しいと思っております。 

 

3. 部への要望 

特にありません。 

 

4. その他 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/genericItemsPage/17CYQBS6S07UB
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EMC事業主査・委員会報告 (12月～2月) 

 

報告者  氏 名 寺倉 利明 (長浜クラブ) 

 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

２月２７日に EMCシンポジウム開催計画しましたが、時世がら延期としました。 

再度検討の上 連絡します。 

 

2. 後期(3月～6月)の活動計画 

シンポジウムは ZOOMによる WEB会議を計画していますが、環境整備等 

      未だ把握できない所を解決し対応したいと思います。 

 

3. 部への要望 

  特になし 

 

4. その他 

特になし 

 

 

 

国際交流事業主査・委員会報告 (12月～2月) 

 

報告者  氏 名  宮本年博 (彦根クラブ) 

 

 

1. 前期(7月～11月)の活動報告 

前回も報告しましたが、ＩＢＣ：インドハイデラバードワイズメンズクラブ 

Vijaya（ビジェイ）氏と毎日ＳＮＳ＆チャットで無事の確認しています。 

その他は何の活動もしてません。 

 

2. 後期(12月～6月)の活動計画 

特に予定していません。 

 

3. 部への要望 

特にありません 

 

 

 

4. その他 

一日も早くコロナ災禍が終息することを祈ります。 
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メネット事業主査・委員会報告(12月～2月) 

 

報告者  氏 名 滝本英子 (草津クラブ) 

 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

活動休止 

 

2. 後期(3月～6月)の活動計画 

  活動休止 

 

3. 部への要望 

   

 

4. その他 

 

滋賀 YMCA活動報告(12月～2月) 

 

滋賀 YMCA総主事 

久保田展史 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

12月 18日(金) 職員クリスマス礼拝  

     18日(金)～21日(月) スキーリーダートレーニング 於：志賀高原 

   19日(土)～20日 スケートプログラム 

   22日(火) 八幡商業高校生徒会メンバー学童保育訪問   旅行業専門委員会 

   29日(火)～1月 4日(月) 年末年始閉館 

1月   5日(水)  職員新年礼拝 

    16日(土)～17日(日) 雪ん子スキーAキャンプ 於：びわこバレイスキー場 

   21日(木） 学童保育施設改築業者選定入札会 

   26日(火)  ヴォーリズ学園学園長との懇談 1月 

2月   2日(火)  八幡高校訪問 校長並びに福祉クラブ担当教員との懇談 

     9日(火)  職員採用試験 

    10日(水)  近江八幡 YMCA創立 114周年記念日 

    24日(水) ピンクシャツデイ 

 

・1月 2月に 9つのキャンプの実施を計画していたが、コロナの影響と GoToトラベルの延長を受け、 

3つのキャンプしか実施できなかった。 

・学童保育は 2021年 4月より近江八幡市の助成を受けた展開となることとなり、それに伴い児童福祉施設 

となるための防火などの改修工事を行うこととなった。 

・2月 2日八幡高校を訪問し、校長先生へのご挨拶、福祉ボランティアクラブ担当の先生と面談をして 

今後の展開の打ち合わせを行った。学童のみならずスポーツ指導や野外活動等への 

高校生ボランティアの参加を検討してゆきたい。 

・2月 9日(火)職員採用試験を実施した。 
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2. 後期(3月～6月)の活動計画 

  3月   5日(金)   滋賀 YMCA創立 71周年記念会 

     21日(日)  リーダー卒業祝会 

     24日(水)～30日(火) 志賀高原スキーキャンプ 

4月 1日(木)   新年度学童開始 

  6月 16日(水)  滋賀 YMCA会員総会(予定) 

     19日(土)～20日(日) 日本 YMCA同盟協議会 

 

3. 部への要望 

 サマーキャンプの本格的再開に向けての施設支援。 

9月 26日(日)に実施予定のチャリティーランの企画立案準備への支援。 

 

4. その他 

 YMCAにてＳＤＧ’ｓへの取り組みを行います。びわこ部とともに行えることができればよいと思います。 

新型コロナウイルス感染症関係により弱くされたり差別を受けたりする方のことを思います。YMCAの取り組

みとして差別やいじめや暴力の中にいる方々への支援について模索できればと思います。 

 

 

近江八幡クラブ会長報告 (12月～2月) 

 

報告者  近江八幡クラブ会長 藪 秀実 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

・12月 19日（土）午前 クリスマス例会開催（グリーンホテル YES近江八幡） 

 会食は行わず任意の参加とした。（ホテルの持ち帰り弁当をご用意いただいた） 

 参加した各ワイズに「クリスマスの想い出」の 3分間スピーチをお願いした。 

 

 ・1月例会は首都圏緊急事態宣言を受けて見送りとした。 

 

 ・2月 20日（土）例会開催 

   2月 10日が八幡 YMCA創立記念であること、2月 2日がヴォーリズさん来幡日であることを確認し

た。古切手整理の奉仕を行った。 

＊永年ワイズメンズクラブの活動をされた川上 潔ワイズが 2月 15日に召天されたことを想い、黙

祷を捧げた。 

 

2. 後期(3月～6月)の活動計画 

 ・コロナ禍の経過を確認しつつ今後の例会開催を決定する。 

 ・次期 びわこ部部長を安田ワイズが務めることが決定している。 

  近江八幡クラブとして、びわこ部を支えるべく準備をはじめている。 

 

 

3. 部への要望 

 ・各クラブ間のリモート環境整備を進める補助をお願いできないか。 

 ・滋賀 YMCAとの協働企画（リーダーやこどもたちと何らかの形で触れ合うもの）ができないだろうか。 

 

4. その他 

・特にありません。 
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彦 根クラブ会長報告 (12月～2月) 

 

報告者  彦根クラブ会長 外海清圭 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

12月 5日（土）  ちびっこサッカー大会 

       移動例会中止   

1 月   例会中止 

  2 月   例会中止      役員会                           

 

2. 後期(3月～6月)の活動計画 

3月   通常例会の予定     役員会 

  4月   移動例会（花見例会？） 役員会 

  5月   通常例会        役員会 

  6月   通常例会＋2020年度まとめ 役員会 

 

3. 部への要望 

この時期特にありません 

 

4. その他 

3月から活動再開予定ですが その都度相談していく予定です。 

 

 

彦根シャトークラブ会長報告 (12月～2月) 

 

報告者  彦根シャトークラブ会長 金澤芳夫 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

12月 19日  ファミリークリスマス例会（今年度はメンバー＆メネットのみ） 

1月 9日  新年例会 

2月 25日  定時総会 (TOF例会) ZOOMにて 

                        

2. 後期(3月～6月)の活動計画 

3月 25日  ドライバーアワー例会 

4月 22日  定時総会 

5月 13日  ブリテンアワー例会      

5月 23日  ひよこサポート例会 

6月 12～13日  第 21回西日本区大会    

6月 19日  第 1例会（引継例会）       

 

3. 部への要望 

特にありません。 

 

4. その他 

12月クリスマス例会にて、日夏健二ワイズが入会。 

2月より ZOOMにてリモート活動中。 
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長 浜クラブ会長報告 (12月～2月) 

 

報告者  長浜クラブ会長 江畑 明 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

12月 3日（木）  12月第一例会（通常） 

  12月 26日（土）  地域奉仕例会（イルミネーション撤去） 

   1月 17日（木）  通常例会（北ビワコホテル） 

   2月 4日（木）  通常例会（さざなみタウン） 

 

2. 後期(3月～6月)の活動計画 

3月 20日（土）  地域奉仕事業（びわ湖水質保全） 

            びわ湖湖岸清掃 

  4月 1日（木）  テーマ別意見交換例会（北ビワコホテル） 

  4月 17日（土）  親睦例会 

  5月 6日（木）  講演例会（北ビワコホテル） 

5月 日     委員会合同例会 

  6月 3日（木）  引継ぎ例会（北ビワコホテル） 

  6月 5（土）6日（日） 西日本区大会（京都ウエスティン都ホテル） 

 

3. 部への要望 

特にありません。 

 

4. その他 

特にありません。 

 

 

 

草 津クラブ会長報告 (12月～2月) 

 

報告者  草津クラブ会長 一井伸介 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

     活動休止 

 

2. 後期(3月～6月)の活動計画 

     活動休止 

 

3. 部への要望 

  

 

4. その他 
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滋賀蒲生野クラブ会長報告 (12月～2月) 

 

報告者  滋賀蒲生野クラブ会長 三原茂靖 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

   12月 1日  第２例会 クリスマスリース作り       参加者数  ９名 

          滋賀ＹＭＣＡへ巨大リースを全員で作成して贈呈     ８名 

   12月 8日  第 1例会 クリスマス例会 

「シュガーヒル クリスマスコンサート              １６名  

    1月 12日  第 1例会 「聖徳太子のお話」 岡村遍導ワイズ     １１名 

    2月 9日  第１例会 「ＹＭＣＡとヴォーリズさん」藪 秀実Ｙs １２名 

            滋賀 YMCAへクラブチャーター30周年記念アクトの贈呈 

  

    役員会開催日  12/1、1/15、2/2 ＳＡＳＵＫＥにて 

    例会場     ホテルニューオウミ 

 

2. 後期(3月～6月)の活動計画 

3月 9日  第１例会 「八幡堀と清掃活動（仮称）」 苗村喜正氏 

    4月 13日  第１例会 「次期準備例会とオークション」 

     4月 20日  第２例会 Ｗeek４Ｗaste「ゴミのための週」 

              ＹＭＩプログラムの実施計画中 

    5月 11日  第１例会 

    6月 5～6日  西日本区大会に参加 

    6月 8日  第１例会 引継例会と総会 

 

   役員会開催予定日 3/2、 4/6、 5/4、 6/1、  ＳＡＳＵＫＥにて 

 

3. 部への要望 

特にありません。 

 

4. その他 

特にありません。 

 

高島クラブ会長報告 (12月～2月) 

 

報告者  高島クラブ会長代行 牧 牧 賢範 

 

 

1. 期間中(12月～2月)の活動報告 

12月 9日：  12月第二例会 今津東コミュニティーセンター 

12月 23日：  クリスマス例会：奥琵琶湖マキノグランドパークホテル 

1月第一・第二例会： コロナのため中止 

2月第一例会：  コロナのため中止 

2月 24日：2月第二例会  今津東コミュニティーセンター 
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2. 後期(3月～6月)の活動計画 

3月 10日：  3月第一例会 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル 

3月 24日：  3月第二例会 今津東コミュニティーセンター 

4月 14日：  4月第一例会 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル 

4月 28日：  4月第二例会 今津東コミュニティーセンター 

5月 12日：  5月第一例会 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル 

5月 26日：  5月第二例会 今津東コミュニティーセンター 

6月 9日：  6月第一例会 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル 

6月 23日：  6月第二例会 今津東コミュニティーセンター 

3. 部への要望 

特にありません。 

 

4. その他 

特にありません。 

 

 

びわこ部の今後の活動予定について (2月～6月) 

 

報告者  びわこ部書記 河口裕亮 

報告者  びわこ部会計 前川幸久 

 

■びわこ部書記より■ 

 

【びわこ部報発行について】 

 今年度部報は2020年8月、2021年2月、2021年7月と、3回の発行を予定していましたが 

  大きな出来事が続けて起こってしまい、発行の機会を逃してしまっております。 

 まことに申し訳ございませんが、仕切りなおしの上、何らかの形で発行を考えておりますので 

ご容赦下さいますようお願いを申し上げます。 

 

【ZOOMによるWEB会議環境整備について】 

びわこ部役員会・評議会においては整備が完了致しております。しかしながら今後の社会情勢の変動に

伴い、区内、部内、クラブ内でのリモート会議の機会も増大すると思われますので、クラブ会長皆様には、

クラブ内でのZOOM普及拡大にお努め下さいますようお願いを申し上げます。 

 

【次期会長主査研修会の開催について】 

 3/6（土）大阪コロナホテルでの単日・リモート開催が予定されています。 

 びわこ部からの出席予定者は各クラブ次期会長及び次期主査、の方々及び 

 戸所直前理事、安田次期部長、河口次期 Yサ主任、正村LD委員の5名です。 

 びわこ部からの参加率があまり宜しくありませんので、是非とも出席をお考え頂けますよう 

 次年度会長さん、主査さんへ働きかけをお願いいたします。 

 

【西日本区フォーラム開催のお知らせ】 

 ・2021 年 3 月 27 日(土)  午後 3 時～5 時：ZOOM 会議  

午後 7時～8時：フリートーク 

  西川部長も参加され、報告をされます。皆さんぜひご参加ください。 
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【新型コロナ対策特別基金について】 

別紙案内の通り、コロナ禍において経済的な影響を被り、ワイズメンズクラブのメンバーとして継続が

困難な方に向けての支援が実施されます。対象となるメンバーが居られるクラブは、別紙申請用紙に必

要事項を記入の上、西川部長までご提出下さい。 

 

【今年度西日本区大会について】 

別紙案内の通り、コロナ禍における中ですが感染症対策を十分に施したうえでの開催準備を進めておら

れます。リモート参加も可能だそうですので、皆さんの積極的なご参加をお願いいたします。 

 

【次回びわこ部役員会・評議会について】 

 ◆第4回びわこ部役員会・評議会（次年度との引継ぎ・合同開催） 

  日時：2021年 6月19日（土）14:00～16:00 

  会場：彦根勤労福祉会館 またはZOOMによるリモート会議（予定） 

   

  ※事前に資料作成のご依頼と、出席依頼のご案内を送付差し上げます。 

   必ず期日までにご回答を下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

■びわこ部会計より■ 

研修会の登録費用についての徴収にご協力お願い致します。 
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ワイズソング「いざ立て」・YMCAの歌 

 

ワイズソング「いざ立て」   淵田 多穂理 訳詞 

１．いざ立て 心あつくし 

手を挙げ 誓いあらたに 

われらの モットー守る 

ふさわし その名ワイズメン 

絶えせず めあて望み 

この身を 捧げ尽くさん 

 

 2．歌えば 心ひとつに 

ともがき ひろがり行きて 

遠きも 近きも皆 

捧げて 立つやワイズメン 

栄えと 誉れ豊か 

まことは 胸にあふれん 

 

YMCAの歌     淵田 多穂理 訳詞   津川 主一 作曲 

1． 若人の あつきいのりは 百年の歴史をつづる 

とこしえの のぞみにもえて さかえあり YMCA 

われらまた こぞりて起たん 

 

2． 開拓の みむねかしこみ 福音のみ旗は進む 

地のはての 国々までも ひかりあり YMCA 

われらまた 勇みて行かん 

 

3． 民族の へだてとりさり 手をつなぎ一つとなりぬ 

もろともに 心合わせて みのりあり YMCA 

われらまた 誓いて勝たん 


