
2021～2022 年度 第 25 期 西日本区 びわこ部

第 2 回 評議会・役員会 プログラム

日時：2021 年 11 月 20 日(土) 14:00～16:30 受付：13:45 
場所：ひこね燦パレス 2F 会議室

出欠表：

プログラム：

  13:30 登録開始                      司会進行：西川書記    

  14:00 開会点鐘                      安田部長

     ワイズソング                    全員

     部長挨拶                      安田部長

直前部長挨拶・次期部長挨拶          西川直前部長・林次期部長

出席者確認                     

  14:15 議案審議(30min) 2 件      内容別紙          

           ・議案書【第 1 号議案】 第 1 回評議会議事録承認の件

                             提案者 安田部長

・議案書【第 2 号議案】  風の谷キャンプ場 厨房設備整備に伴う経費負担の件

                             提案者 安田部長

            
14:45 会長報告(各クラブ 5min) 実績（例会・事業）計画      各クラブ代表

15:15 主査報告(対象主査)   各担当事業計画       各主査

16:30 YMCA からの報告                  YMCA 代表

15:35 部よりのお知らせ事項                 部 スタッフ

      YMCA の歌                    全員

  16:00 閉会点鐘                      安田部長  
－１ －

クラブ 名前 役職 議決権者 出欠
1 近江八幡 安田　博彦 部長 ○ ○

2 彦根シャトー 西川　裕介 直前部長 ○ ○
3 彦根 林　宏一 次期部長 ○ ○

4 近江八幡 西川　允 書記 ○

5 近江八幡 太田　美智代 会計 ○
6 近江八幡 松本　太一 クラブ会長 ○ ○

7 彦根 宮本　年博 クラブ会長 ○ ○
8 彦根シャトー 正村　暁子 クラブ会長 ○ ×(委任状）

9 長浜 田中　浩文 クラブ会長 ○ ○
10 滋賀蒲生野 東　康彦 クラブ会長 ○ ○

11 高島 牧　賢範 クラブ会長 ○ ×(委任状）

12 近江八幡 平田美喜蔵 Ｙサ・ユース ○
13 彦根 外海　清圭 地域奉仕・環境 ○

14 彦根シャトー 谷村直樹 ＥＭＣ ×
15 長浜 江畑　明 国際・交流 ○

16 滋賀蒲生野 三原　茂靖 メネット ○
17 滋賀蒲生野 井之上温代 200推進チーム ○

18 長浜 松岡　義隆 ワイズ起こしリーダー ○

19 近江八幡 安田　博彦 HP情報 ○



202１年 11 月 20 日

202１－202２年度

議長 びわこ部部長 安田博彦 様

提案者 所属・役職名  びわこ部部長       

氏 名 安田 博彦          

びわこ部第 2 回役員会・評議会 議案書  

【第 1 号議案】

議案名

    2021～2022 年度 第 1 回役員会・びわこ部評議会議事録承認の件

議案内容

① 2021～2022 年度びわこ部第 1 回役員会・評議会議事録を承認戴きたい。

提案理由

4 頁～７頁記載の議事録をご参照下さい。

今後の活動指針の参考資料とするため正式資料として保存します。

【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（  3  ）分     

資 料（ 参考資料： 2021－2022 年度 びわこ部 第 1 回役員会・評議会 議事録 ）   

（出席を要請すべき人（      ）

-２ -



2021－2022年度 びわこ部 第 1回役員会・評議会 議事録

日 時： ２０21 年 7 月 17 日（土） １４：００～１5:30

場 所： zoom   ミーティング ID  915-260-0297

                           

出席者： 議決権者

     部長： 安田博彦、 直前部長： 西川裕介 次期部長：林 宏一           

近江八幡クラブ： 松本太一 彦根クラブ： 宮本年博、

彦根シャトークラブ：正村暁子 長浜クラブ: 田中浩文

滋賀蒲生野クラブ：東 康彦、

書記： 西川允、 会計：太田美智代

      オブサーバー：

           ワイズ起こしリーダ：松岡 義隆  直前会計：前川幸久

           メネット主査：三原 茂靖      近江八幡クラブ書記：坂井 繁

                                            全体進行：西川書記

次 第：１．開会点鐘      びわこ部部長 安田博彦

２．ワイズソング斉唱  

３．部長挨拶      安田博彦

４．直前部長挨拶   西川裕介
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5.次期部長挨拶    林 宏一

６ 出席者確認     西川書記

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)】

【議案審議】

       議長選出      安田部長が満場一致で選任された

      第 1 号議案     議長 西川允書記（提案者が議長のため）             

提案者  びわこ部部長 安田博彦（近江八幡）

議案名

2021～2022 年度びわこ部役員承認の件

議案内容

部則規定により次のびわこ部役員の承認をお願いします。任期 7/1～6/30

       《審議結果》  全員一致にて承認

      第 2 号議案    議長 西川允書記（提案者が議長のため）

提案者  びわこ部部長 安田博彦（近江八幡）

2021～2022 年度びわこ部行事予定承認の件

部則規定により当該年度のびわこ部事業計画の承認をお願いします

① Y 合同実行委員会制

・風の谷キャンプワーク ・第6 回滋賀YMCA チャリティラン希望ヶ丘

② 部主催・

・びわこ部会・YY フォーラム ・EMC フォーラム ・新年交流会 ・メネット会・ワイズデー

③ その他

・評議会役員会 ・公式訪問

       《審議結果》  全員一致にて承認

第 3 号議案     議長 安田博彦部長

提案者  直前会計 前川幸久（彦根シャトー）

議案名

2020-2021 年度 びわこ部会計決算書承認の件

今期のびわこ部役員の皆様と各クラブ会長様に2020-2021 年度びわこ部決算書につきま

してのご確認とご承認を頂きたく審議をお願いします。

      東監事による監査結果、本決算書が適正に処理されている。

《審議結果》  全員一致にて承認

第４号議案  議長 安田博彦部長

提案者  びわこ部 会計 太田美智代（近江八幡）

議案名

2021～2022 年度びわこ部会計予算書（案）承認の件

議案内容

2021～2022 年度びわこ部会計予算書（案）の承認をお願いします。

       《審議結果》  全員一致にて承認
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第 5 号議案      議長 西川 允書記（提案者が議長のため）

提案者  びわこ部部長 安田博彦（近江八幡）

議案名

2021～2022 年度びわこ部会開催地変更につい

議案内容

2021～2022 年度びわこ部部会開催地変更をお願いします

・開催地：（変更前）豊郷小学校

→ （変更後）高島市市民会館及びマキノグランドパークホテル

       《審議結果》  全員一致にて承認

第６号議案     議長 安田博彦部長

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

2021～2022 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

議案内容

部則規定により次のびわこ部役員の承認をお願いします。任期 7/1～6/30

       《審議結果》  全員一致にて承認

第 7 号議案     議長 安田博彦部長

提案者   理事支援資金管理委員長 林 宏一（彦根）

議案名

2019－2020 西日本区理事支援資金の収支報告および支援資金の残金をびわこ部に寄付

する件について

議案内容

2019－2020 西日本区理事・スタッフに対する支援資金の収支報告とともに、本来ならば、

理事期以降の、直前理事期、行政監事期、会計監事期まで支援を継続すべきところ、支

援金原資が残金わずか（333 円）となったため、残金をびわこ部に寄付し、支援資金事

務を終了する。

【会長抱負】

      ・近江八幡クラブ 松本会長

         身も心も引き締まる思いで会長職に臨む。一年間無事航海が終えるようにしたい。

コロナ禍に負けないように出来ることは実行したい

     ・彦根クラブ 宮本会長

         小さなクラブだが、勢いを取り戻して活発に活動したい。会員増強を目指す

         ちびっこクリスマスや教育農園に力を入れていく

   ・彦根シャトー 正村会長

        今期既に 2 名入新会員を迎えることができ、この調子で頑張りたい

40 周年の節目の年であり、周年式典 記念誌に注力していきたい
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     ・長浜クラブ 田中会長

         原点に立ち戻って全員団結していきたい。

         35 周年記念の念度でもあり、会員増強に注力したい

    ・滋賀蒲生野クラブ 東 会長

         過日 1 名の入会式を行うことができた。

         今年度はメネット主査を輩出しておりクラブで支援していきたい

【滋賀 YMCA 計画】

   ・久保田総主事欠席のため 「2021 滋賀 YMCA 事業計画」を読み上げ全員で共有化をはかった。

【びわこ部からのお知らせ】

  ・部長公式訪問  8/5 長浜クラブ訪問追記 安田・西川・太田 訪問

・「びわこ部たより」第 1 号発行のため

     各会長主題 会長方針 顔写真 を部長まで提出のこと 7/末まで

・West Japan Action びわこ部より投稿する。五時各クラブに写真原稿の提出をお願いする

・会計より

     部より部費の請求を行っている  風の谷ワーク経費を申告を行うこと 7/末まで

・国際・区情勢

    ・ 2021～2022 アジアエリア会長 大野 勉ワイズ（神戸ポート）

       2022 年秋 100 周年を祝う会を計画している（国際大会は中止）

       チャレンジ 22≪201 から 3 年間）ワイズ 100 周年記念

    ・将来構想特別委員会 ワイズ改革提案書募集中

    ・ワイズ YMCA パートナーシィッププロジェクト 発足 戸所他 2 名

    ・びわこ部から区役職登録者

       戸所行政監事・浅岡 JWF 委員長・河口 Y サユース主任

       正村リーダーシィップ委員・管井クリスチャニティ・伊藤組織検討委員会  

7 YMCA の歌

8 閉会点鐘      安田部長

解散

以上
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202１年 11 月 20 日

202１－202２年度

議長 びわこ部部長 安田博彦 様

提案者 所属・役職名  びわこ部部長       

氏 名 安田 博彦          

びわこ部第 2 回役員会・評議会 議案書  

【第 2 号 議案】

議案名

    風の谷キャンプ場 厨房設備整備に伴う経費負担の件

議案内容

① 滋賀 YMCA からの要望があり

風の谷キャンプ場でのキャンプ活動には給食が不可欠である。炊事作業が安心して出来るよう、又、調

理作業が衛生上問題なく行えるように、管理棟を仮改造して厨房設備をもつキャビンに改造したい。

② 管理棟内に ガスレンジ台、2 連シンク流し・調理台・煙避け板を設置するための材料費をびわこ部にて

負担戴きたい。設備は京都のホテル・京都 YMCA より寄贈されたもの。

③ 負担額：

提案理由

   風の谷キャンプ場整備事業の一環であり、びわこ部として取り組みたい。

【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     ★   11 月 20 日までに解決の必要

必要時間（  3  ）分     

資 料（ 参考資料：管理棟 厨房設備改造 ）   

（出席を要請すべき人（      ）
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整備内容：

①流し 2 蓮シンク １   

左：温水混合栓 右：水道栓

管理棟裏の水道管より分岐配管 10m 温水管は床下氷結防止断熱材

＆テープ巻。排水は床下より側溝に流している

②調理台     １

出窓下に配置 左下に小型冷蔵庫を配置

③ガスレンジ台  1   

管理棟裏のガス管より分岐 金属パイプで 5m 床下配管

2 連ガスコック栓 50㎝換気扇壁に木材枠固定

レンジ台高さ 5 ㎝程度切断 フード・耐熱保護シート設置 設備の隙

間は全て金属テープ貼り付け

④2F 煙避け板 1 4ｍ×1.2m

管理棟 厨房設備改造

ガスレンジ台 調理台 2連シンク 左；湯 右：水
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びわこ部よりのお知らせ事項

【国際・西日本区】
東西交流会 2023/2/4～5 1ANA クラウンプラザホテル 神戸

ハワイ交際大会中止→2022/11/15～17 台湾、台北にて YMI100 周年を祝う会

【第 2回役員会】審議内容
・申請書、事業報告等の押印制度を廃止する

・JWF 会則改正 全員→2/3 以上に
・メネット事業廃止 常置委員会組織に移行する

・Y’s SDGs Youth Action2022 事業の承認・資金 100 万円
・将来構想 69 件 役員任期 2 年 区大会改善 トレードマーク奉仕活動

青年会員会費減免 部の再編・部活動資金改善

【部会情報】

日程 部 場所 ホストクラブ 安田参加

11/20(土) 瀬戸山陰 米子 YMCA 医療福祉専門学校

由志園

米子

1/29(土) 西中国部 半月庵 岩国みなみ

2/19(土) 中西部 土佐堀 YMCA 大阪

2/27(日) 阪和部 和歌山 YMCA 和歌山紀の川

4/17(日) 京都部 ウエスティング都ホテル京都 京都ウェル ○

5/14(土) びわこ部 近江今津市民会館

懇親会：マキノグランドパークホテル

近江八幡 ○

【びわこ部たより】
第 3 号 11 月末に発行予定 記事：EMC シンポジウム 今後の行事

配布方法?

【役員渉外費】
次期会長/主査研修       次期部長・次期主査

他部会（1 回のみ）         部長・役員
部内周年行事           部長・役員

【チャリティラン】

第 6 回実行委員会実施 チラシ配布 協賛・出場者募集 広報活動

【青い目の人形贈呈式】
12/24（金）10:00～1.5hr 近江八幡兄弟社学園 5F ヴォーリズ平和礼拝堂

  希望者は参加可。

【高島クラブ】
現状報告・支援方法
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