
2020-2021年度びわこ部 第 1回役員会・評議会議事録 

 

日 時: 2020年7月11日(土) 14:00～16:00 

 

会 場: 彦根勤労福祉会館 3F 中ホール 

 

出席者：西川びわこ部部長・東直前部長・・河口びわこ部書記 

前川びわこ部会計・池田監事・井之上Yサ主査・太田地域奉仕主査・矢守EMC主査 

宮本国際交流主査・滝本メネット主査・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・栗本高島クラブ会長 

            以上18名 

（欠席者）安田次期部長（HP情報委員長）、久保田滋賀YMCA総主事 

            以上2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 

ワイズソング斉唱                                                        一同 

部長挨拶                                               西川裕介 びわこ部部長 

「今期はコロナ禍の中、各部部会なども中止されています。通常年度と違う動きになりそうですが何か出

来ることを手探りしながら頑張っていきたく思います。また、このような時期だからこそ、パワーを蓄積

し次のステップが踏める様に力を蓄えておきましょう。そのためにもまず会員の増強にお力を注いで頂け

ますようお願い申し上げます。」 

 

 直前部長挨拶                           東 康 彦 び わ こ 部 直 前 部 長 

「昨年度はコロナの影響が著しい中でしたが、びわこ部皆さんのお力添えを頂き、高島に新クラブを作る

ことが出来ました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。西川部長も言われたように、会員の増強に

力を併せて頑張りましょう。」 

 

【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 

    2020-2021年度 びわこ部準備役員会議事録承認の件 

議案内容 

2020-2021 年度  びわこ部準備役員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 

2019-2020びわこ部会計 三原茂靖（滋賀蒲生野） 

議案名 

    2019-2020年度 びわこ部会計決算書承認の件 

議案内容 

今期のびわこ部役員の皆様と各クラブ会長に2019～2020びわこ部決算書を確認していただき、お願

いします。また、びわこ部の会計事情を理解していただきたく議案提出いたします。部則 会計細

則第 4条 1項により、 高島クラブ チャーター祝金として、事務局会議で協議した結果、5万円

をびわこ部を代表して、東部長が5月23日認証状伝達式に、祝金を贈呈しましたことを報告します。  

提案理由 

※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 

びわこ部部長 西川裕介（彦根シャトー） 

議案名 

    2020-2021年度 びわこ部役員承認の件 

議案内容 

2020-2021 年度  びわこ部役員（部長任命役員）について承認を頂きたい。 

びわこ部書記：河口裕亮（彦根シャトー） 

    びわこ部会計：前川幸久（彦根シャトー） 

提案理由 

準備役員会において未承認であるため、正式にご承認を願いたい。 

 

＜審議の結果＞  役員・評議員・全会一致にて承認された。 

 

【第 4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 

     2020-2021年度 びわこ部行事予定承認の件 

議案内容 

準備役員会において未承認であるため、正式にご承認を願いたい。 

提案理由 

次頁（P.11）に記載されました 2020-2021年度びわこ部行事予定の承認をお願いいたします。※資

料3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 5号議案】 



提案者 

びわこ部ワイズ起こし運動リーダー  松岡義隆（長浜） 

議案名 

    2020-2021年度「ワイズ起こし運動推進運動における事務経費」予算化の件 

議案内容 

びわこ部「ワイズ起こし運動」の実働部隊の運動を推進するにあたり、 

今期も会議ならびに資料作成に伴う、経費￥20,000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 

びわこ部として引き続きワイズ起こし運動を積極的に活動するため、 

支援とご協力をお願いするためです。 

また、今期も西日本区新生ワイズ起こし運動特別資金が予算化され、 

申請できるものと、期待しておりますので、部長から西日本区への要請もあわせて 

お願いいたします。 

 

＜審議の結果＞  役員・評議員・全会一致にて承認された。 

 

【第 6号議案】 

提案者 

びわこ部会計 前川幸久（彦根シャトー） 

議案名 

     2019-2020年度 びわこ部会計予算書（案）承認の件 

議案内容 

今年度のびわこ部の活動を円滑に進めるため、会計予算書（案）のご承認を願いたい。 

提案理由 

次頁（P.13）に記載されました 2020-2021年度びわこ部会計予算書（案）の承認をお願いいたしま

す。※資料4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。 

 

【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） 

 主題： 「今だからこそ、求められるYMCAとの絆！」 

 【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 

 【今後の活動予定】 

  2020/9/27 滋賀YMCAチャリティランは中止となった。 

2020/10/24 YYフォーラムを開催予定。会場未定 

    ワイズメンとYMCAスタッフが両輪となれるよう 

    お互いに理解を深める話し合いなど 

・地域奉仕・環境事業主査 太田美智代（近江八幡） 



 主題： 「7クラブを繋ぐ輪」 

 【今後の活動予定】 

  2020/11/10 ワイズデーのイベントとして琵琶湖湖岸清掃を実施予定。 

    部としての取り組みとおいて下記を提案したい。 

     1案 – 全クラブ合同で実施 

     2案 – 北部と南部2箇所に分かれて実施 

     3案 – 各クラブ個別判断による実施 

    →協議の結果、3案が採択され、各クラブの判断で実施。 

・EMC事業主査 矢守昭男（長浜） 

 主題：「環境変化に伴う整備での会員維持、増強について」 

 【今後の活動予定】 

  コロナ感染症拡大の様子を考慮しながらEMC活動支援を積極的に実施していく。 

  高島クラブをはじめ、各クラブ例会にも積極的に参加していきたい。 

  2021/2/6 or 20  EMCシンポジウム開催実施予定。 

 

・国際・交流事業主査 宮本年博（彦根） 

 主題： 「楽しく有意義な交流を」 

 【今後の活動予定】 

  2021/1/23 びわこ部新年合同例会開催予定 

 

・メネット事業主査 滝本英子（草津） 

 主題： 「メネットとメンは共存共栄」 

 【今後の活動予定】 

  各クラブにおいて、メネットがメンの活動に共に参加頂ける様考えたい。 

  部としての活動は、部会計からの支援金もあり、これから検討していきたい。 

 

【クラブ会長報告】 

 

・近江八幡クラブ会長 藪秀実 

 主題： 「Body,Mind and Soul(Spirit)」  

副題：  滋賀YMCAと供に 

活動方針： 今日までのクラブの歴史を大切に振り返りながらワイズ活動の原点を押さえ、YMCA

精神の「Body, Mind, Spirit 」の育成と学びを意識した楽しい例会を目指します。

会員も2名増を目標とします。 

 

・彦根クラブ会長 外海清圭 

 主題：「ワイズライフを楽しもう」 

活動方針： 参加しやすく楽しい例会を 

 

・彦根シャトークラブ会長 金澤芳夫 

 主題：「未来につなごう、ワイズの絆」 

活動方針： ワイズメンとしての誇りを持ち、充実した活動のもとで親睦を深め、諸先輩方が築き

上げた、シャトークラブを50周年、60周年と継続する、魅力あるクラブ運営を目指

そう。 

・長浜クラブ会長 江畑明 



 主題：「一隅を照らす」   

副題： 一人一人がそれぞれの道で輝こう 

活動方針： 例会や奉仕活動を通して自己研鑽に励み、会員同士の相互理解を前向きに行います。

何よりも会員増強を目指します。新生高島クラブとの相互協力を図りクラブの発展に

つなげます。方が築き上げた、シャトークラブを50周年、60周年と継続する、魅力

あるクラブ運営を目指そう。 

 

・草津クラブ会長 一井伸介 

 主題：「クラブライフを楽しもう」   

活動方針： 会員数が少なくなっているので、身にあった無理のない活動をする。 

YMCAとともに、出来る奉仕活動をする。 

 

・滋賀蒲生野クラブ会長 三原茂靖 

 主題：「チャーター30年 さあ これからも」   

副題： ワイズライフを皆で楽しもう そして この運動に参加する人を求め、歓迎しよう 

活動方針： チャーター30年記念行事を2021年上期に行い、クラブメンバーとの友好を深める。 

 

・高島クラブ会長 三原茂靖 

 主題：「いざ出陣！高島クラブＰＲ大作戦」   

副題： 伝えようワイズの意義、地域と共に地道な社会貢献を 

活動方針： ワイズメンズクラブの存在を、この高島地域の皆さんに一人でも多く知ってもらい、

些細で地道な活動であっても、ワイズって、地域奉仕とＹＭＣＡのプログラム支援を

通じて、社会に貢献している団体であることをＰＲすることが、まずやるべきことと

考えています。 

 

【常置委員長･専任委員(長)報告】 

 

・びわこ部ワイズ起こし運動リーダー 松岡義隆（長浜） 

 昨年度は皆様のご協力を頂きながら、高島クラブを設立することが出来ました。 

 今後のフォローについても、変わらずのご協力をお願い致します。 

 EMCシンポジウム等にも積極的に関わっていき、ワイズ活動を盛り上げたく思います。 

 部からの支援金援助を頂き有難うございました。 

 

・Yサ・ユース事業主査 井之上温代（滋賀蒲生野） 

 松岡ワイズ起こし運動リーダーと共に協力して行きたく考えています。 

 

【びわこ部報告】 

・びわこ部書記 河口裕亮 

 

 【公式訪問例会についての予定】 

  近江八幡クラブ  2020/9/19（土）19:00～  アンドリュース館 

  彦根クラブ  2020/7/14（火）19:00～ 彦根カトリック教会伝道館 

  彦根シャトークラブ 2020/8/22（土）19:00～  龍燐 

  長浜クラブ  2020/8/6（木）19:00～ 北ビワコホテルグラツィエ 

  草津クラブ  2020/8/18（火）19:00～ 草津アーバンホテル 



  滋賀蒲生野クラブ  2020/9/8（火）19:00～ ホテルニューオーミ 

  高島クラブ  2020/10/14（水）19:00～ マキノグランドホテル 

 

 【びわこ部部報ついての予定】 

  2020年8月、2021年2月、2021年7月の3回発行を予定しています。 

  取り急ぎ第1号発行に向けての原稿の提出をお願い致します。 

 

【じゃがいもファンド販売価格について】 

 北4クラブ、南3クラブにて協定価格の設定についてご協議をお願いします。 

 

【ZOOMによるWEB会議環境整備について】 

 本役員会終了後から順次整備を進めていきます。 

 

【新型コロナ対策特別基金について】 

西日本区がこのような活動を実施していることを広く一般メンバーに周知して頂き、理解者と賛同者を募

りたく考えています。つきましては、各クラブ会員さんに是非ともご協力いただけますようクラブ会長さ

んからのPRを宜しくお願いしたく存じます。 

 また併せてアンケート回答へのご協力もお願い致します。 

 

【次回びわこ部役員会・評議会について】 

 ◆第2回びわこ部役員会・評議会 

  日時：2020年11月21日（土）14:00～16:00 

  会場：彦根勤労福祉会館 

   

YMCAの歌斉唱                  一 同 

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

第 1回役員会終了 16:30 

 

作成：びわこ部書記 河口裕亮 

 


