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2021－2022 年度 びわこ部 第 2 回役員会・評議会 議事録 

日 時： ２０21 年 11 月 20 日（土） １４：００～１6:00 

場 所： 南ひこね燦パレス ２F 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

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   長浜クラブ: 田中浩文 

滋賀蒲生野クラブ：東 康彦、  

       役員  

書記： 西川允、 会計：太田美智代 

              Y サ主査：平田美喜蔵 地域・環境主査：外海清圭 交流・国際主査：江畑明 

メネット主査：三原茂靖   

           ワイズ起こしリーダ：松岡 義隆  200 推進チーム：井之上温代 

     オブザーバ 伊藤文則                                        

次 第：１．開会点鐘      びわこ部部長 安田博彦            全体進行：西川書記 

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 

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)】 

       議決 （出席 6 名委任状 2 名）計 8 名 /議決権者 9 名  2/3 以上であり評議会は成立。 

【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 年度びわこ部第 1 回評議会 議事録承認の件 

議案内容 

2021～2022 年度びわこ部第 1 回評議会 議事録承認を戴きたい。 

       《審議結果》  全員一致にて承認 
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 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） 

 風の谷キャンプ場 厨房設備整備に伴う経費負担の件 

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。 

② 負担額： 

65,000 円 

     ・彦根シャトー・長浜周年記念贈呈事業とは別事業の取組みで、びわ部事業費より支出する。 

     ・本来は事前にびわこ部にて審議すべきであるが、実施タイミングの都合で事後了解をお願いする 

《審議結果》  全員一致にて承認 

 

【会長報告】 

   近江八幡クラブ 松本会長    

例会開催状況：9 月までは飲食なしの例会であった。 

10 月より食事付き（豪華弁当）で行う 

11 月は音楽ライブの例会, 

12 月はクリスマス例会 ぼちぼち通常に戻りつつある。 

事業活動状況：・YMCA 学童の保育サポートは前年度の 5 月より引き続き実施 

            2 名が週数回夕方３～4 時間 子ども達の見守りや宿題補助など 

           ・じゃがいもファンドの荷受け 約 750 箱の集配を実施。 

・11/13 びわ湖湖岸清掃実施 彦根クラブと合同で 17 名が参加 

    今後の計画】 

  ・今後、クリスマス。新年例会。TOF 例会と続くが 

第 3 派が来ない限り。例年と同じような形態で実施予定 

・12/1 第 2 例会として紅葉バスツアーとして高島メタセコイヤ紅葉 

        YMCA 福祉旅行業を利用し、一般参加も含め 22 名の参加予定 

       ・12/11 近江八幡市民クリスマス G ネット滋賀 クラルテ人形劇 

   彦根クラブ 外海主査（代） 

    例会状況  7 月通常開催 8.9 月中止（役員会のみ） 

          10 月通常開催 11 月湖岸清掃 12 月忘年会の予定 

    市民クリスマス中止 合同例会未実施 

   彦根シャトークラブ 西川直前部長（代） 

    例会状況  8 月ビユーホテル閉鎖のため中止 その他は月 2 回通常開催 

    45 周年記念として風の谷キャンプ場 6m×4m キャンプサイト 6 ケ所新設 

    9 月より毎土日作業実施 12/5 お披露目会 ドローン・コストコテント 部長公式訪問            
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長浜クラブ 田中会長 

     7 月～8 月通常例会中止 8.9 月 zoom 例会実施  

    9 月より風の谷キャンプ場テントサイトシャトークラブと共同作業実施 

     11/11 通常例会 11/28 クリスマスツリー設置 11/23 クリスマス例会 12/5 竣工式         

  滋賀蒲生野クラブ 東会長 

     7 月例会 安土城講話（尾崎氏）1 名入会 8～9 月例会中止 

    10 月公式訪問 11 月ブラジル 3 世から見た YMCA 講話 12 月クリスマス例会  

   高島クラブ 安田部長（代） 

      例会状況 ７月実施 9 名（5） 8,9 月中止 10 月実施 9 名(6 名) 11 月実施 8 名(５名) ()内はゲスト 

      役員会は毎月実施しているが、例会参加者少ない。 

 

【主査報告】 

   Y サ・ユース 平田主査 

     1/29（土）18:30～ 近江八幡グリーン H にて YY フォーラム実施計画 

     YMCA スタッフ 9 名とワイズ 10 名で交流・会食会を予定 会費 2000 円  

     各クラブより 2 名程度選出願いたい。11 月末案内予定 

  地域奉仕 外海主査 

     11/13 近江八幡・彦根合同 湖岸清掃参加 その他のクラブもお知らせ下されば参加します。 

  EMC    安田（代） 

    11/6 近江八幡男女参画センター EMC シンポジウム実施 

「輝き続ける奉仕の心」講話岡村遍導住職  37 名参加 

  交流  江畑主査 

    1/10(祝)17:00～19:30 長浜グラッツエ H 会費 8000 円 6000 円   案内チラシ配布 

    申込み〆切 12/31   

【ワイズお越し運動】  松岡委員 伊藤委員 

    びわこ部リーフレットサンプル案配布 

    各クラブ持ち帰り 修正個所や変更希望があれば 12/17 までに申し出て下さい。 

   

【2021 年度滋賀 YMCA 事業報告】 

   久保田総主事欠席のため 「2021 滋賀 YMCA 事業報告」を西川書記が読み上げ全員で共有化をはかった。  

13 行目 「住湯」→「冬」に修正 

【びわこ部からのお知らせ】 

   ・JWF 会則改正 「議決を全員一致→2/3 以上に変更する 」に対し全員賛成 

   ・びわこ部たより・・各クラブ全会員へ届いている事を確認できた。 

  ・各部会  安田部長は 4/17 京都 5/17 びわこ部のみ参加。 

他の部会はびわこ部公式行事と重なっているため不参加 

  ・青い目の人形贈呈式 12/24 10:00～ 兄弟社学園 希望者は各クラブ 2 名以下で申し出る事 

  ・高島クラブ 毎月第 2 水曜日 19:00 グランドパーク 訪問有志は申し出る事 （部長随行）  

7 YMCA の歌 

8 閉会点鐘      安田部長  

 集合写真 

解散 

以上 


