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２０１９－２０２０年度 びわこ部 第 1 回役員会・評議会 議事録 

    

 

日 時： ２０１９年 ７月２０日（土） １４：００～１７：００ 

場 所： 近江八幡ＹＭＣＡ ２階 会議室 

                                         

出席者： 部長： 東 康彦、 直前部長： 池田 政弘、 連絡主事： 久保田 展史、 

         書記： 三谷 喬、  会計： 三原 茂靖、 

         会長： 近江八幡クラブ： 太田 美智代、 彦根クラブ： 宮本 年博、 

         草津クラブ： 滝本 英子、 滋賀蒲生野クラブ： 井之上 温代(*) ＊兼任   

         主査・特別委員： Ｙサ・ユース事業： 河越 尚博、 ＥＭＣ事業： 外海 清圭 

           国際・交流事業・HP情報委員： 安田 博彦(*) 

          メネット事業： 山内 勉、 ２００推進チーム委員長： 井之上 温代（*）   計１３名    

欠席者： 次期部長： 西川 祐介、監事： 松岡 義隆、彦根シャトークラブ会長： 安澤 勝、 

         長浜クラブ会長： 矢守 昭男、 地域奉仕・環境事業主査： 中山 博文   計 ５名 

 

１．開会点鐘   びわこ部部長 東 康彦  

２．ワイズソング斉唱 

３．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)  ＊今期の評議会構成員数は、９名 

出席者は１３名中、評議会構成員は６名で、3/2以上の出席を持って評議会は成立。 

４．びわこ部 部長 挨拶 東 康彦 

  部長方針と活動計画の確認、ワイズメンズクラブに入会して誇りに思えるような活動をバック 

アップ、またＹＭＣＡの支援を一緒に行い、ＹＭＣＡが地域で更に認められるようになれば、 

ワイズの活動にも更に光が当ってくるのではと思う。 

５．議長選出 出席者の互選より東部長を選任。 

  議案の承認 

  第１号議案 2018-2019年度会計決算報告書 

         議案提案者： 青山直前会計に代わり、池田直前部長が説明。 

         前年度第４回役員会・評議会にて協議し、下記のように申し送り事項となった。 
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  「２０１８－２０１９年の暫定会計報告について、全員の承認を得る。 

         ６月２９日（土）地域奉仕・環境事業、メネット事業が終了次第、最終決算報告 

         の会計監査を受け、次期第１回びわこ部役員会・評議会で、議案として提出し 

         承認を受けるようにする。」  

         提出された決算報告書について一部内容確認の質疑応答があったが、最終的に 

宮本監査から監査結果が報告され、全員異議なく承認可決された。 

  第２号議案 2019-2020年度びわこ部役員の承認 

         議案提案者： 東部長         全員異議なく承認可決された。 

  第３号議案 2019-2020年度びわこ部行事予定等の承認 

         議案提案者： 三谷書記       全員異議なく承認可決された。 

  第４号議案 ワイズ起こし運動推進における事務経費の予算化の承認 

         議案提案者： 松岡ワイズ起こし運動推進リーダー 

         松岡リーダー欠席のため、井之上２００推進チーム委員長が説明。 

         会議は何回位開催の予定かを明示した方が良かったとの意見、また、ＪＷＦからの 

資金支援に関連する色々な意見が交わされたが、全員異議なく承認可決された。 

又、三原会計より当経費を予算案に２万円計上する旨の発言があった。 

  第 5号議案 2019-2020年度会計予算案の承認 

         議案提案者： 三原会計 

         第１号議案で説明された前年度会計報告に基づき、2019/予算（案）に下記の 

修正が行われた。 

         収入の部 

前期繰越金 ２９９，３７９円  → ２８８，７１９円、 

合  計  ９８９，９７９円  → ９７９，３１９円、    

         支出の部 

次期繰越金  50，４７９円  →  ３９，８１９円 

合  計   ９８９，９７９円  → ９７９，３１９円 

         第４号議案の承認を受け、ワイズ起こし運動の事務経費を、事業費から支出 

         する旨の説明があり、摘要欄にワイズ起こし運動を加える。 

 

６．事業主査・ＹＭＣＡ活動計画の説明 

  Ｙサ・ユース事業 河越主査より、１０月２７日を予定しているびわこ部ＹＹＹフォーラムについて、ボー

リングだけでなく話し合いの場も設けるとの説明があったが、日程については､近江八幡クラブから

10/26開催の西中国部部会に７名出席予定、ＹＭＣＡからは京都ＹＭＣＡとの関係で予定変更があ

るかも等の意見があり、改めて日程（会場も含め）及び会費（消費税アップ等も考慮）を改めて設定

することになった。 
 
地域奉仕・環境事業 中山主査欠席のため、書記が計画書を読み上げ 

 
ＥＭＣ事業 外海主査より８/３（土） １３時～ 彦根勤労福祉会館３階にてＥＭＣシンポジウムを開催す

る旨の説明あり。理事懇親会、基調講演は牧野徳文ＥＭＣ事業主任に依頼、グループ討議、ワイズ

起こし運動等を予定しているとの説明があった。 
 
国際・交流事業 安田主査より今期のびわこ部合同新年交流会は１/１４（火）または１/１５(水)を予定し

ているとの説明に、２クラブから役員会と重なるとの意見があり、どちらの日にするか賛否を取った結

果、１/１４（火） １８時～ ホテルニューオウミにて開催することに決定、基調講演か音楽イベントを考

えるとのこと。1/14は滋賀蒲生野クラブの第１例会と重なるため、滋賀蒲生野クラブは対応を検討す

る。 
 
メネット事業： 山内主査より近江八幡クラブのメネット事業「料理教室」との協業を考えているとの説明。 

 



                         

（3） 

 

ＹＭＣＡ事業： 久保田連絡主事より、風の谷キャンプ場ワークと第５回チャリティーランの計画が説明さ 

れ、風の谷キャンプ場については、運営委員会の委員長はＹサ・ユース事業主査、運営委員は各ク

ラブより輩出していただき、その他に常任委員を加えて委員会を構成するが、委嘱状はこれから出

す予定との説明あり。キャンプ場をもっと活用してはとの意見に、大きな簡易テント２１張りの寄附があ

り、１張り３分位で組み立てられるので、キャンプ場のもっと広い場所を有効に利用したいと考えてい

るとの応答があった。また、キャンプ場運営で、地域出身の人のイベントとの協業も考えているが、給

食をどのようにするかが課題となるとのこと。また、キャンプ場の収支に関して、多くの出席者から大

枠でよいから提示して欲しいとの要望や成果が分かるとワイズとしても遣り甲斐を感じられるとの意見

があり、今後検討するとの返答があった。更に、部長より、キャンプ場だけでなく、野外活動への協力

についても出来ることは協力させて頂きたいとの進言がなされた。 

    第５回チャリティーランについては、今年度は６月が西日本区大会などでクラブの負担があるので 

９月２７日に希望が丘公園陸上競技場での開催を予定している。実施が次期となるため、実行委員

長は次期びわこ部部長にお願いすることにしたい。この件は、久保田総主事から西川祐介次期びわ

こ部部長に依頼する。今後は、６月はクラスが始まったばかり、リーダーが入ったばかり等の状況を考

慮し、９月実施を検討したいとの意向が示された。 

   実行委員については、今期Ｙサ・ユース主査と今期Ｙサ・ユース委員として支えて頂き、次期に 

ついては、交代か次期主査と委員と並行することも検討する。 
 
７．クラブ会長方針・事業計画の説明 

  出席の各クラブ会長より、会長方針・事業計画が提出された資料に基づいて説明された。 
 
８. その他 

 1） じゃがいもファンドのじゃがいもとカボチャの価格は昨年度までは、評議会で統一価格を 

   決めていたが、今年度はどうするのかとの質問があり、出席者間で多くの議論がなされ、 

最終的に、現状と各クラブの状況を勘案し、彦根、長浜、彦根シャトーの３クラブと近江 

八幡、草津、滋賀蒲生野の３クラブで話し合いをしてはとの意見があり、出席者で採決した 

結果､ この二グループで話し合い、協定価格を決めるか否かを含めて決めることで承認さ 

れた。また、近江八幡クラブより滋賀蒲生野クラブが協定価格と違う販売価格で売ると、 

お客さんから苦情が出るとの発言があったが、滋賀蒲生野クラブからそのような事実は全くないので、

今後はそのような発言はしないで欲しいとの要請がなされた。 

 2） 依頼事項の確認 

    ・びわこ部部報第１号原稿依頼 ３５０文字位と掲載写真提出  期限：７／３１（水） 

    ・部会の第３部のクラブ紹介で使用する各クラブとＹＭＣＡの行事の写真とタイトル、 

ナレーションの提出依頼   期限：８／１０（土） 

    ・9/7（土）びわこ部部会に各クラブのバナーとスタンドを必ずご持参ください。 

９.  ＹＭＣＡソング斉唱 

１０. 閉会点鐘 びわこ部 東 康彦                                    以上 

 

 

 

次回開催予定 

◆第２回 びわこ部役員会・評議会 

    日時： ２０１９年１１月１６日（土） 

    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（兼任）、 ＨＰ情報委員（兼任） 

         オブザーバーとして西日本区役員（理事、書記、会計、事務局長） 
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２０１９－２０２０年度 西日本区・びわこ部行事予定 

 

年 月 テーマ 日 曜日 びわこ部 西日本区(含む国際)

2019 6月 評価・計画 15 土 第４回役員会・評議会/次期準備役員会・

22-23 土日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評議会 第２２回西日本区大会･第4回役員会･代議員会　京都

　 30 滋賀YMCA風の谷キャンプ場ワーク

2019 7月 Ｋｉｃｋ-ｏｆｆ 13-14 土日  第1回区役員会　Hクライトン新大阪　前期半年報締切  10日

EMC-MC 18 木 ・部長公式訪問　長浜C　北ビワコH

20 土 第1回役員会・評議会　近江八幡ＹＭＣＡ 19日-21日第28回アジア太平洋地域大会(仙台）

27 土 ・部長公式訪問　草津C　粟津ワイズ工房

8月 Ｙｏｕｔｈ 3 土 びわこ部EMCシンポジューム　彦根勤労会館                                    　　　　                  [部会]

Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ 15 火 前期部費納入締切 15日 　前期区費納入締切 15日　　　　　　　　　　 京都部      　9/01

24 土 ・部長公式訪問　近江八幡C　妹背の里                                                 　  　　    びわこ部 　　9/07

第1回びわこ部部報発行 　                                           　    　　     中部        　 9/08

9月 Mｅｎｅｔｔｅs 7 土 びわこ部部会　Hニューオウミ  　                                                   阪和部        9/16 

 　                                                   九州部        9/21 

10月 BF･EF 8 火 ・部長公式訪問　彦根・滋賀蒲生野C　HNO 次期区役員研修会 Hクライトン新大阪　  六甲部        9/28 

10 木 ・部長公式訪問　彦根シャトーC　彦根ビューH                                                           瀬戸山陰部 9/28

19-20 土日 　 次期区役員研修会 Hクライトン新大阪    中西部   　 10/05

　 27 日 ＹＹＹフォーラム（ボーリング大会）→調整中 　                                       　　　　　　　　  西中国部  10/26 

11月 Ｐｕｂｌｉｃ  9-10 土日 　 第2回区役員会　Hクライトン新大阪 　 

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 10 日 ワイズデー　 　　

Ｗｅｌｌｎｅｓｓ 16 土 第2回役員会・評議会　近江八幡ＹＭＣＡ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

　 23-24 土日 次期役員研修会　

12月 EMC-E YES BF中間締切

2020 1月 IBC 10 金 後期半年報締切  10日

DBC 14 火 びわこ部合同新年交流会

2月 15 土 第3回役員会・評議会　近江八幡ＹＭＣＡ

15 土 後期部費納入締切15日 後期区費納入締切15日

第２回びわこ部部報発行 ＢＦ切手締切

3月 JWF 14-15 土日 次期会長・主査研修会　大阪コロナH　

15 日 各種献金締切  15日

4月   4-  5 土日 　 第3回区役員会/第１回準備役員会　Ｈクライトン新大阪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5月 ＬＴ 　  

6月 12 金 区大会前夜祭　　　　　　　　　　　　　　　　↓大津市民会館

第4回役員会/第２回準備役員会/区代議員会/メネットアワー

　　　　　　　　　　　　　　↓近江八幡ＹＭＣＡ 第２３回西日本区大会　大津市民会館・琵琶湖ホテル

20 土 第4回役員会・評議会(新旧合同・引継ぎ) 

13 土

YMCA
 ｻｰﾋﾞｽ
ASF

TOF・CS・
FF

評価・計画

 


