
1 

 

２０１９－２０２０年度びわこ部第３回役員会・評議会議事録 

 

日 時： ２０２０年月２月１５日（土） １３:３０～１５：００ 

場 所： 近江八幡ＹＭＣＡ ２階 会議室 

                                      

出席者： 役員: 部長(東 康彦)、 直前部長(池田 政弘)、 次期部長(西川 祐介) 

書記(三谷 喬)、 会計(三原 茂靖)、 監事(松岡 義隆)、 連絡主事(久保田 展史)  

会長： 近江八幡クラブ(太田 美智代)、 彦根シャトークラブ会長(安澤 勝)、 

長浜クラブ(矢守 昭男)、 滋賀蒲生野クラブ(井之上 温代)   

      主査・特別委員： Ｙサ・ユース事業(河越 尚博)、 地域奉仕・環境事業(中山 博文)、 

ＥＭＣ事業(外海 清圭)、 国際・交流事業・HP 情報委員長(安田 博彦(兼任))、 

200 推進チーム委員長(井之上 温代(兼任))                      <計１５名> 

      特別出席： 西日本区準備実行委員長(浅岡 徹夫)、 長浜クラブ書記(寺倉 利明) 

      オブサーバー： 西日本区理事(戸所 岩雄)、 西日本区会計(伊藤 文訓)、  

西日本区事務局長(林 宏一)、高島クラブ新会長候補(栗本 美清)  

欠席者： 彦根クラブ会長(宮本 年博)、 草津クラブ会長(滝本 英子) 

  メネット事業主査(山内 勉)                                            <計 ３名> 

  西日本区書記(河口 裕亮) 

    

次 第：１．開会点鐘   びわこ部部長 東 康彦 

２．ワイズソング斉唱 

３．評議会成立の確認 【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) 

出席者１５名中、役員会の構成員１２名、評議会の構成員７名で部則の要件を満たし評議

会は成立。 

４．びわこ部 部長 挨拶 東 康彦 

       今年度、新しいクラブが出来ると云うことで、皆さんのご協力を得ながら進めていますので、

今日の審議もスムーズに行きますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

  

５．議長選出 出席者の互選により東部長を選任。 

議案書 

第１号議案 次年度役員および体制の件 
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議案提案者の西川裕介次期びわこ部部長より次年度の部役員、事業主査および 

特別委員の体制が提案され、全員異議なく承認された。 

なお、井之上蒲生野クラブ会長より、役員名の連絡主事は、今年より担当主事に変わった

のではとのコメントがあり、担当主事に訂正された。 

          びわこ部役員 

部長          西川 裕介 彦根シャトー 

直前部長    東 康彦  滋賀蒲生野 

次期部長    安田 博彦 近江八幡 

書記     河口 裕亮 彦根シャトー 

会計     前川 幸久 彦根シャトー 

監事     池田 政弘 草津 

代議員     西川 裕介 彦根シャトー 

代議員     東 康彦  滋賀蒲生野 

担当主事    久保田 展史 滋賀 YMCA 

びわこ部事業主査・特別委員 

Y サ・ユース事業    井之上 温代 滋賀蒲生野 

地域奉仕・環境事業   太田 美智代 近江八幡 

ＥＭＣ事業    矢守 昭男 長浜 

国際・交流事業    宮本 年博 彦根 

メネット事業    滝本 英子 草津 

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運動リーダー  松岡 義隆 長浜 

HP 情報委員会    安田 博彦 近江八幡 

 

第２号議案 次年度びわこ部会開催の件 

          議案提案者の西川裕介次期びわこ部部長より次年度のびわこ部会の開催要項案が 

     説明され、全員異議なく承認された。 

開催日時:  2020 年 9 月 19 日(土) 16:00～20:00(予定) 

会 場  :  マリアージュ彦根  

 

         第３号議案 びわこ部合同新年交流会、残金をびわこ部会計に計上の件 

議案提出者の安田博彦国際・交流事業主査より、２０２０年１月 14 日ホテルニューオウ 

ミで実施したびわこ部合同新年例会の残金１１，４５０円をびわこ部会計に計上すること

が提案され、全員異議なく承認された。 

尚、議案書の議案内容に記載の残金１１，４５９円は記入ミスで、１１,４５０円に訂正。 

又、この件は会長から交流会出席者へ伝えて欲しいとの意見があった。 
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   第 1 号協議案 「高島ワイズメンズクラブ<仮称>の滋賀 YMCA 維持会費削減の件 

松岡義隆びわこ部松岡ワイズ起こし運動推進リーダーより、緊急動議として上記第 1 号

協議案が提議され、議長より議場に諮ったところ出席者から賛同者が得られたので動

議は成立。説明に於いて、ワイズ起こし運動は、会員増強と YMCA との協働関係の改

善を目指しており、高島地区でワイズ運動が軌道に乗り、ワイズメンズクラブの活動が定

着するまでの 3 年間に限り維持会費を年間１２，０００円として頂きたい。また、新クラブ

が発足する場合は、この提案のようなことを含めて考慮していただければ有難いと、 

びわこ部ワイズ起こし運動推進リーダーとしての思いが述べられた。 

協議の結果、当役員会・評議会出席者の総意として、提議された内容(発足後 3年間に

限り年会費を１２，０００円とする)で賛同を得た。 

 

６．報告・連絡事項 

  1) 各事業主査活動報告 

    ・Y サ・ユース事業 河越事業主査より、当初計画していたボーリング大会・YYY フォーラム

は、部・クラブ・YMCA の行事との関係で日程調整が付かなかったとの説明があり、あらた

めて今期のYYYフォーラム開催案が提示された。話し合いの結果、下記要領でYYYフォ

ーラムを開催することに決まり、会長・書記あてに案内書を出すことになった。 

日時:  3 月 20 日(金・祝日) 11:00～12:30 

場所:  近江八幡 YMCA 会館 

内容: 滋賀 YMCA 総主事、事務局、YMCA リーダー、ワイズメンバーで意見交換 

        ・メネット事業 2 月 29 日(土)に予定していた料理教室は部の行事と重複のため中止。 

        ・地域奉仕・環境事業、EMC 事業、国際・交流事業については、各事業主査より配付資料

に基づき報告がなされた。尚、外海 EMC 事業主査より、会員数について今期９３名でス

タートし、退会３名、入会４名で現在 94 名との報告がなされた。 

 

      2)YMCA 活動報告 久保田展史滋賀 YMCA 総主事より配付資料に基づき報告がなされた。 

        滋賀YMCA創立７０周年記念として、若い人たちの提案で３/７(土)に「＃わいフェス２０２０」 

を実施することになったので、ワイズメンズクラブびわこ部の名義後援と参加協力をお願い 

したいとの要望があり、名義後援について東部長より議場に諮り、出席者の賛同が得られ 

たので承諾の旨返答。 

２０２０年度のチャリティーランについては、９月２７日(日)実施の予定で進めており、実行委 

員長の西川次期びわこ部部長の下、今年度第１回チャリティーラン委員会を３月１３日(金) 

午後７時から開催する予定をしているとのこと。これに対し、各クラブからの今期の実行委 

員選出への協力依頼があった。 

 

3)各クラブ会長報告 各会長(彦根クラブ宮本会長は欠席、草津クラブは欠席の滝本会長に 

代わり、中山 EMC 事業主査が)配付資料に基づき報告がなされた。 

  尚、部への要望に挙げられた「高島クラブチャーター前の状況についての情報開示」につ



4 

 

いては部長より、松岡ワイズ起こし推進リーダーに入会予定者の確認が行われ、現在、１１

名とのこと。こまでも松岡びわこ部ワイズ起こし運動推進リーダーより状況報告をして頂いて

おり、今回も次第 5)を予定していたが時間の関係で割愛され、この会の後に委員会が開か

れた。*下記 5)参照 

  又、オブザーバーとして出席の栗本美清高島クラブ新会長候補の紹介と挨拶がありました 

入退会情報: 近江八幡クラブ    桧山秋彦氏   9 月入会 

川那部和子氏 １月退会 

滋賀蒲生野クラブ  池内雅子氏   ２月入会 

 

4)西日本区大会準備の進捗状況の報告 浅岡徹夫西日本区大会準備実行委員長より、１月

末に西日本区大会の案内を送り、2/1 から登録をスタートした段階で、既に何人から登録申

込を頂いている。会長の皆さんには、びわこ部挙げて西日本区大会を支えていこうと云う決

意の下に進めているので、誰かがやってくれるのではなく、皆で支えるのだと云うことで、協

力を惜しまないで頂きたいの要請があった。尚、3/22 には関係者でびわ湖ホールの下見を

予定しているとのこと。 

 

5) ワイズ起こし運動の活動状況の報告 当会議後に予定しているワイズ起こし運動委員会で

行うことになり、割愛された。*出席者のほぼ全員が同委員会にも出席し、新クラブ設立に向

けてのスケジュールと役割分担の確認がなされた。 

 

6)会計 後期部費納入への感謝の意が伝えられた。 

 

7)書記 びわこ部年間行事予定で第 2号部報を 2月発行予定としていましたが、6月発行に変

更させて頂きます。尚、５月に原稿をお願いする予定です。ご協力の程お願いします。 

 

7. ＹＭＣＡソング斉唱 

8. 閉会点鐘 びわこ部部長 東 康彦 

以上 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

次回の予定 

     ◆第 4 回びわこ部役員会・評議会および引継ぎ会の開催 

       日・時：  ２０２０年６月２０日(土) １４：００～１６：００ 

       場 所：  近江八幡 YMCA ２階会議室 

       対象者： びわこ部役員、びわこ部事業主査、各クラブ会長、 

２００推進チーム委員長、HP 委員長 

次期(２０２０-２０２１年度)びわこ部役員、各事業主査、各クラブ会長 


