
2021～2022 年度 第 25 期 西日本区 びわこ部

第 1 回 準備役員会

日時：2021 年 6 月 19 日 15:00～16:30 

場所：彦根勤労福祉会館 3F 中ホール

出欠表：

びわこ部役員：部長・直前部長・次期部長・主査・特別委員・書記・会計 13 名

プログラム：

  14:30 登録開始                      司会進行：西川書記    

  15:00 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                     

  15:10 協議  ・部長方針活動計画             安田部長

         ・活動スケジュール             安田部長

         ・会計予算案                太田会計

    ・その他 協議               提案者

16:00 部よりのお知らせ事項

  主査抱負                      各主査      

      YMCA の歌                  

  16:30 閉会点鐘                      安田部長  

クラブ 名前 役職 現地 zoom
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 平田美喜蔵 Ｙサ・ユース ○
7 彦根 外海　清圭 地域奉仕・環境 ○
8 彦根シャトー 谷村直樹 ＥＭＣ ○
9 長浜 江畑　明 国際・交流 ○

10 滋賀蒲生野 三原　茂靖 メネット ○
11 滋賀蒲生野 井之上温代 200推進チーム ○
12 長浜 松岡　義隆 ワイズ起こしリーダー ○
13 近江八幡 安田　博彦 HP情報 ○
14 滋賀YMCA 久保田　展史 担当主事 欠

参加方法



2021-2022 年度 部長方針・活動計画               ver6/19

                     びわこ部 部長 安田 博彦      

  １．部長主題

      Soul で繋なぐワイズのきずな   

  ２．活動方針

     各クラブがそれぞれにその特徴を生かし、活発な活動を実施する事が、魅力あるクラブに成長し、

そこに新しい仲間にも共感を呼ぶものと思います。びわこ部の役目として、各クラブの活動と気質

を優先し、各クラブ活動の支援と情報伝達に徹っすることにします。

     ・各クラブに対する情報伝達方法については、各クラブに解り易く負担のないようにする。

      ・部単位の活動が優位なプログラムを行う。

啓蒙研修や滋賀 YMCA に関連するプログラム。

「びわこ部ワイズ起こし活動」と連動したプロジェクト

      ・高島クラブ全面支援

      ・Zoom 会議の浸透・頻繁開催

  ３．活動計画（主査事業）

     YMCA サービス・ユース事業

      ・リーダ OP との絆の強化・組織化   野外活動企画

・YY フォーラムの開催 滋賀 YMCA 職員との交流

     地域奉仕・環境事業

      ・琵琶湖環境保全活動（ワイズデー） 各クラブ実施支援

     EMC 事業

      ・ワイズ起こし運動連動し、EMC フォーラム「会員意識向上のための研修」  

     国際・交流事業

      ・びわこ部合同新年会

・合同トラベル 湖西を訪ねて YMCA バスツアー企画

     メネット事業

      ・部会メネットアワー実施

・国内プロジェクト・SDGs の推進 湖北リース造り

  ４．部行事予定

      ・準備役員会・役員会・評議会 4 回 (対面・zoom 併用 会長・主査)
      ・部長公式訪問    7 月～9 月

      ・びわこ部たより 4 回/年程度 1P 完結（部からのお知らせ・クラブ活動報告）   
        7 月（抱負・会長主査紹介）11 月（活動報告）3 月（成果・トピックス）6 月（反省・締め）  

      ・部会開催    2021 年 10 月 9 日（土）高島   

      ・滋賀 YMCA チャリティラン

      ・滋賀 YMCA 風の谷ワークキャンプ

  ５．その他の計画・特記事項

      特になし



2021～2022 年度 部役員 及び 事業主査

部 役 員 事 業 主 査

氏 名 所属クラブ 氏 名 所属クラブ

次 期 部 長      林 宏一 彦根 YMCA ｻｰﾋﾞｽ・ユース 平田美喜蔵 近江八幡

直 前 部 長      西川 裕介 彦根シャトー 地 域 奉 仕      外海 清圭 彦根

書   記      西川 允 近江八幡 E M C      谷村 直樹 彦根シャトー

会   計      太田 美智代 近江八幡 フ ァ ン ド      ―

交際・交流 江畑 明 長浜

事 務 局 長      ― 広 報      ―

連 絡 主 事      久保田展史 滋賀 YMCA メ ネ ッ ト      三原 茂靖 滋賀蒲生野

監 事      東 康彦 滋賀蒲生野

2021～2022 年度 部内 クラブ会長

ク ラ ブ 名      会 長 名     ク ラ ブ 名      会 長 名     

近江八幡 松本 太一

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
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日 曜日びわこ部 滋賀YMCA 西日本区 部会 会長
6 土 次期会長研修 次期会長研修会コロナH(zoom)

4月 10 土 第1回準備役員会　クライトンH(zoom)

5月

5,6 土日 西日本区大会　ウエスティンみやこH(zoom)

第2回準備役員会　第4回役員会　代議員会

12,13 土日 東日本区大会(中止）

19 土 役員会・評議会 新旧引継(zoom)
10 木 滋賀YMCA会員総会 6/10
27 日 風の谷ワーク6/27
10 第1回役員会　クライトンH 前期半年報〆切10日

17 土 第1回役員会・評議会（zoom）

15 前期部費〆切 アジア太平洋地域大会 台湾(中止） 前期区費〆切　15日

13～15日 区大会支援金

中部　9/11

六甲　9/25

9 土 びわこ部会 九州 10/2
23,24 土 第2回役員会 クライトンH 京都10/10

ワイズデー 中西部10/16

阪和10/17

西中国10/30

20 土 第2回役員会・評議会(彦根） 瀬戸山陰11/20
27.28 土日 次期役員研修会　クライトンH

メネット会リース造り IPE/ICM投票
18 土 近江八幡市民クリスマス12/18
10 新年交流会 後期半年報〆切　10日

IPE/ICM投票〆切
29 YYフォーラム
15 月 後期部費〆切 後期区費〆切　15日

19 土 第3回役員会・評議会(八幡） ロースター原稿

八幡YMCA創立記念2/10

チャリティラン2/27 BF切手〆切
12,13 土日 次期会長研修会コロナH 各種献金〆切15日

滋賀YMCA創立記念3/5 APE投票

リーダ卒園式3/20
2.3 土日 第3回役員会　/第1回準備役員会

16 土 EMCフォーラム
5月

4,5 土日 東日本区大会　宇都宮

11,12 土日 西日本区大会　岡山国際H　　 代議員会
第4回役員会　/第2回準備役員会

18 土 第4回役員会・評議会(彦根）

新旧引継会

風の谷ワーク
8/11～14国際大会　ハワイ　ホノルル （2022/8に延期） 毎月1日　理事通信

チャレンジ22 2019～3年　ワイズ100周年記念 都度　　　主任通信

彦根シャトー40周年　長浜35周年

2021～2022 びわこ部行事予定
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Ver.6/19
役　職 氏　名 クラブ名 メールアドレス 氏　名 携帯電話 〒 住所

部長 安田　博彦 近江八幡 hama510_tori15_shira135@za.ztv.ne.jp 安田　博彦 090-4569-3223 523-0032 滋賀県近江八幡市白鳥町135-10

直前部長 西川　裕介 彦根シャトー nishikawa@nci1960.com 西川　裕介 090-4768-9899 522-0201 滋賀県彦根市高宮町2334

次期部長 林　宏一 彦根 confiture.de.roses@ray.ocn.ne.jp 林　宏一 090-9983-5683 522-0051 滋賀県彦根市中藪町675-36

書記 西川　允 近江八幡 makoto_nishikawa7539@maia.eonet.ne.jp 西川　允 090-3287-1115 523-0821 滋賀県近江八幡市多賀町753-9

会計 太田　美智代 近江八幡 m.o-2010@rhythm.ocn.ne.jp 太田　美智代 080-1466-2851 523-0896 滋賀県近江八幡市鷹飼町北1丁目11-5

事務局長 　 　

監事 東　康彦 滋賀蒲生野 yukizane44@yahoo.co.jp 東　康彦 090-3860-8035 521-1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦2700

代議員 西川　裕介 彦根シャトー nishikawa@nci1960.com 西川　裕介 090-9882-9504 522-0201 滋賀県彦根市高宮町2334

代議員 安田　博彦 近江八幡 hama510_tori15_shira135@za.ztv.ne.jp 安田　博彦 090-4569-3223 523-0032 滋賀県近江八幡市白鳥町135-10

担当主事 久保田　展史 hiroshikubota@shigaymca.org 久保田　展史 090-7102-3936 520-2132 滋賀県大津市神領2丁目25-19

事業主査

役　職 氏　名 クラブ名 メールアドレス 氏　名 携帯電話 〒 住所

Ｙサ・ユース 平田美喜蔵 近江八幡 miyomiyo0701@yahoo.co.jp 平田美喜蔵 080-2402-3463 525-0055 滋賀県草津市野路町2431-17

地域奉仕・環境 外海　清圭 彦根 tonnbo.tonogai@gmail.com 外海　清圭 090-6060-6639 522-0038 滋賀県彦根市西沼波町310-3

ＥＭＣ 谷村直樹 彦根シャトー nnnnaokiii@gmail.com 谷村直樹 090-2599-8345 526-0042 滋賀県長浜市勝町929 グランドゥール203

国際・交流 江畑　明 長浜 ebata@nike.eonet.ne.jp 江畑　明 090-3163-7745 526-0105 滋賀県長浜市細江町1274-77

メネット 三原　茂靖 滋賀蒲生野 miha256@alto.ocn.ne.jp 三原　茂靖 090-7353-2332 523-0894 滋賀県近江八幡市中村町474

200推進チーム 井之上温代 滋賀蒲生野 inouear@gold.ocn.ne.jp 井之上温代 090-3353-7166 520-3244 滋賀県湖南市サイドタウン4丁目12-19

びわこ部ワイズ起こしリーダー 松岡　義隆 長浜 matsuoka@mx.biwa.ne.jp 松岡　義隆 090-3276-3214 526-0033 滋賀県長浜市平方町1072-17

HP情報 安田　博彦 近江八幡 hama510_tori15_shira135@za.ztv.ne.jp 安田　博彦 090-4569-3223 523-0032 滋賀県近江八幡市白鳥町135-10

クラブ会長

クラブ名 氏　名 メール委員 メールアドレス(会長およびメール委員） 氏　名 携帯電話 〒 住所

1 近江八幡 松本　太一 坂井　繁 s-sakai@zc.ztv.ne.jp 松本　太一 090-3496-8687 523-0027 滋賀県近江八幡市東川町177

2 彦根 宮本　年博 thomas1952_99@ares.eonet.ne.jp 宮本　年博 090-9450-0500 522-0087 滋賀県彦根市芹橋1丁目2-16

3 彦根シャトー 正村　暁子 satoko.ka5115@gmail.com 正村　暁子 090-1074-0354 522-0033 滋賀県彦根市芹川町846-2 4/6変更

4 長浜 田中　浩文 t.kougyou.2010.apr.01@gmail.com 田中　浩文 090-1917-1623 526-0033 滋賀県長浜市平方町1105番地4

6 滋賀蒲生野 東　康彦 yukizane44@yahoo.co.jp 東　康彦 090-3860-8035 521-1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦2700

7 高島 牧　賢範 maki-m@linkworks.co.jp 牧　賢範 090-6821-4286 520-1121 滋賀県高島市勝野1523-1

2021/2/1改訂

2021-2022 びわこ部評議会・役員会名簿



科目 2018～2019予算 2018～2019決算 2019～2020予算2019～2020決算 2020～2020予算 2020～2021決算
2021～2022予算案
(繰越金未計上）

計算式

安田部長　太田会計

前期繰越金 199,808円 199,808円 288,719円 288,719円 235,981円

部費 392,000円 382,000円 372,000円 372,000円 360,000円 360,000円 90×4000

西日本区助成金 120,400円 119,200円 118,600円 118,600円 118,000円 119,000円 10万＋200×95

キャップ場整備負担金 200,000円 196,992円 200,000円 164,610円 100,000円 100,000円

雑収入 792円 19,300円 -

合同新年会残金 11,450円 -

受取利息　 3円

収入合計　 913,000円 917,300円 979,319円 955,382円 813,981円 579,000円

支出の部

部会補助金 49,000円 51,000円 49,500円 50,500円 48,500円 47,500円 500×95

会議費 60,000円 24,700円 50,000円 42,036円 45,000円 40,000円 10000×2回 zoomソフト

部報発行費 120,000円 円 80,000円 57,504円 60,000円 20,000円 5000×4回

事務印刷費 10,000円 円 10,000円 円 10,000円 10,000円

通信費 10,000円 円 10,000円 6,692円 10,000円 10,000円

役員渉外費 120,000円 48,000円 120,000円 48,340円 120,000円 50,000円

事業費 50,000円 21,967円 90,000円 40,205円 75,000円

国際協力費 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

キャンプ場整備費　 200,000円 197,154円 200,000円 164,124円 100,000円 100,000円

キャンプ場地代 250,000円 250,000円 250,000円 250,000円 250,000円 250,000円

滋賀ＹＭＣＡ献金　 円 5,100円 円

慶弔費　 20,000円 10,000円 20,000円 50,000円 20,000円 40,000円

諸経費 円 円 円 円 10,000円 1,500円

予備費 14,000円 円 50,000円 円 55,481円

小計 913,000円 617,921円 939,500円 719,401円 813,981円 579,000円

次期繰越金 299,379円 39,819円 235,981円 円

合計 913,000円 917,300円 979,319円 955,382円 813,981円 579,000円

　西日本区 びわこ部　予算書

　　　　　　　　　2

池田部長　青山会計 東部長　　三原会計 西川部長　　前川会計
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適用

4000×部会員数

10万円+200×部会員数

材料費をクラブ人数で按分

500×部在籍人数

評議会・役員会　その他会議

年4回発行

役員会・部報発送

各クラブ按分

藤瀬地区20万円多賀町5万円

　　　　　　　　　2021～2022　びわこ部会計



びわこ部よりのお知らせ事項

           
① 【部長公式訪問日程】

依頼事項：各クラブご希望日をお申し出下さい。できれば 7/17 まで
     ・近江八幡クラブ          7/17（土）アンドリュース館

      ・彦根クラブ
      ・彦根シャトークラブ      8/7  (土)  龍鱗

      ・長浜クラブ
      ・滋賀蒲生野クラブ    9/14（火）ホテルニューオウミ

      ・高島クラブ

② 【びわこ部たより】
  びわこ部内の情報交換・活動報告を 1 頁に纏める。

各クラブのブリテンに連動させて部会員が一読できるようにする。
各会長様にメール配信しますので、クラブ会員様への周知をお願いします

7 月（抱負・会長主査紹介）11 月（活動報告）3 月（成果・トピックス）6 月（反省・締め）
  3 ケ月毎に別途 会長様に報告の依頼をします。

    依頼事項:7 月末まで
「会長主題・活動方針（一行程度」・写真」の提出をお願いします

  
③ 【びわこ部会】

2021/10/9（土）高島市 今津市民会館 講演・式典・メネットアワー
          マキノグランドパーク H 懇親会 で計画中

④ 【じゃがいもファンド】

依頼事項：北 4 クラブ 南 2 クラブにて協定価格のご協議をお願いします。

⑤ 【びわこ部情報コミュニティ】
・Line グループ 「お知らせ」       びわこ部 役員   

・メール    「添付資料」       びわこ部・役員・個人 区    
   ・HP            「過去の資料・実績写真」 公開

・biwako@ys-west.or.jp           びわこ部会長・部長

⑥ 半年報・EMC 集計表

⑦ 会計より
部費徴収：各クラブ宛に請求書を送付（半年分 2000 円/一人）します。

      指定期日・口座までお支払下さい。
風の谷ワーク経費：各クラブ毎に立替された金額をお知らせ下さい。

         〆切 7 月末まで その後、各クラブ毎に按分して精算します。

  役員手当 渉外費支給要項
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