
2020-2021年度びわこ部 第 2回役員会・評議会議事録 

 

日 時: 2020年11月21日(土) 14:00～16:00 

 

会 場: 彦根勤労福祉会館 4F 大ホール 

 

出席者：西川びわこ部部長・東直前部長・安田次期部長（HP情報委員長）・河口びわこ部書記 

前川びわこ部会計・井之上Yサ主査・矢守EMC主査 

宮本国際交流主査・松岡ワイズ起こしリーダー 

藪近江八幡クラブ会長・外海彦根クラブ会長・金澤彦根シャトークラブ会長 

江畑長浜クラブ会長・一井草津クラブ会長・三原滋賀蒲生野クラブ会長・牧高島クラブ会長 

            以上16名 

（欠席者）池田監事・太田地域奉仕主査・滝本メネット主査・久保田滋賀YMCA総主事 

            以上4名 

 

        司会進行:河口裕亮 書記 

第 1 回役員会・評議会 開会宣言･点鐘                           西川裕介 びわこ部部長 

ワイズソング清聴                                                        一同 

部長挨拶並びに活動報告                                              西川裕介 びわこ部部長 

 【高島クラブ栗本会長急逝の報告、及び栗本会長を偲び、全員にて黙祷】 

【公式訪問例会について】 

  コロナ禍の中でしたが、西川部長、書記、会計の3名にて 

皆様のご協力を頂きながら、下記日程にてびわこ部全クラブの訪問を実施完了。 

近江八幡クラブ  8/19（土）19:00～21:00 8月例会 アンドリュース記念館 

彦根クラブ  7/14（火）19:00～21:00 7月例会  彦根勤労福祉会館 

彦根シャトークラブ 8/22（土）19:00～21:00 8月納涼例会  龍燐 

長浜クラブ  10/1（木）18:45～21:00 10月EMC例会 北ビワコホテルグラツィエ 

草津クラブ  10/20（火）19:00～21:00 10月例会  草津アーバンホテル 

滋賀蒲生野クラブ  9/8（火） 19:00～21:00  9月例会 ホテルニューオーミ 

高島クラブ  11/11（水）19:00～21:00 11月例会 マキノパークホテル 

 

【びわこ部部長活動報告】 

 7/11（土） 第1回びわこ部役員会･評議会 彦根勤労福祉会館 

 10/24（土） びわこ部YYフォーラム  ホテルニューオーミ 

 10/31（土） 西日本区第2回役員会  ホテルクライトン新大阪 

 11/19（木） 名古屋YMCAチャリティゴルフ大会 鈴鹿カントリークラブ 

 11/21（土） 第2回びわこ部役員会・評議会 彦根勤労福祉会館 

【23期国際ブースター賞についての報告及び授与】 

 長浜クラブの松井一利さん（退会）が昨期の国際ブースター賞を受賞され、 

 メダルと賞状がびわこ部に送られてきた。江畑会長に贈呈。 

 

【西日本区役員会報告】 

① 第25回西日本区大会の開催について以下の通り決定。 

  ホストクラブ  京都トップスクラブ  



協力クラブ    岡山クラブ  

開催年月日    2022 年 6 月 11 日（土）・12 日（日）   ＊6 月 10 日（金）前夜祭  

開催地        岡山国際ホテル（岡山市）  

② YES献金取り扱いの件 

  YES 献金のうち、6割相当を区で活用し、 

４割相当をアジア太平洋地域へ納付。 

③ ワイズメンズクラブ創設東西両区 25 周年記念に向けて、 

東西交流会実行委員会設置が承認された。 

④ 第23回  西日本区「区大会支援金」決算報告承認及び残金（￥５３２，４５５円）を 

西日本区の経常会計に戻すことが承認された。 

⑤ 新型コロナ対策特別基金について 

基金の配分が確定されたので報告 

申請されていないクラブにも一律10,000円が支給される。 

直前部長挨拶                                東康彦びわこ部直前部長 

次期部長挨拶                 安田博彦びわこ部次期部長 

 

【議案審議】 

 

【第 1号議案】 

提案者 

びわこ部書記 河口裕亮（彦根シャトー） 

議案名 

    びわこ部第１回役員会・評議会議事録承認の件 

議案内容 

2020-2021 年度  びわこ部第１回役員会・評議会議事録を承認いただきたい。 

提案理由 

次頁以降（P.5～P.6）に記載されましたびわこ部準備役員会(2020年 6月 20日)における議事録の

承認をお願いいたします。※資料１を参照下さい 

 

＜審議の結果＞  役員・評議員・全会一致にて承認された。 

【第 2号議案】 

提案者 

びわこ部書記 河口裕亮（彦根シャトー） 

議案名 

    びわこ部第１回臨時役員会・評議会議事録承認の件 

議案内容 

2020-2021 年度  びわこ部第１回臨時役員会・評議会議事録を承認いただきたい。 

提案理由 

次頁以降（P.12）に記載されましたびわこ部第 1回臨時役員会・評議会(2020年 7月 11日)におけ

る議事録の承認をお願いいたします。※資料2を参照下さい 

 

＜審議の結果＞  役員・評議員・全会一致にて承認された。 

 

 



【第 3号議案】 

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 

    2020-2021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 

びわこ部ワイズ起こし運動」 推進の一環として、今般『びわこ部ワイズリーフレット』を作成し

たいため、その作成費用となる、55,000円を予算化していただきたく承認をお願いいたします。 

提案理由 

   『入りたくなるびわこ部・支えたくなる滋賀YMCA』 

～２０２２年度に向けて地域と共に躍動するびわこ部～というスローガンを掲げ、 

スタートした「びわこ部ワイズ起こし運動」も２年目を迎えました。 

   コロナ禍という未曽有の危機的状況に見舞われワイズ活動も一時自粛ムードとなりました

が、 

こんな今だからこそ、ワイズ起こし運動をびわこ部一丸となって、推進する必要があります。 

   つきましては推進用ツールとして、今般 『びわこ部ワイズリーフレット』を作成するため、 

予算化を願い出たものです。 

  《 別添参考資料 》  新生ワイズ起こしニュース第２号 ２０１９年１２月発行 

※ なお。本リーフレットは、2021年2月開催予定のＥＭＣシンポジュームに素案内容を提示し、現

在、企画作成中である「第 2回ワイズ地域フォーラム」を湖南草津地域（案）で、４～５月頃を目途

に開催し一斉配布を検討しております。 

 

＜審議の結果＞  役員・評議員・全会一致にて承認された。 

 また、西日本区における資金活用についても機会があれば申請を検討する事とした。 

 

【第 1号協議】 

提案者 

びわこ部部長 西川裕介（彦根シャトー） 

議案名 

     2020-2021年度 びわこ部合同新年例会開催の是非について 

議案内容 

今年度の新年交流例会を開催するか否かのご協議をお願いします。 

提案理由 

今年度も例年に倣い、会員相互の親睦をはかるため、びわこ部合同新年例会の開催を検討していま

したが、昨今、県内においてもコロナウイルスの感染拡大が日に日に増加してきています。この状

況下における開催の是非を判断致したく思いますので皆さんのご意見を頂戴したく存じます。 

 

＜審議の結果＞  各役員の意向を発言して頂いたが、結論を出すには至らず、部三役の判断に任せるという事で 

 全会一致で保留となった。 

 →この後部三役による協議の結果、開催を見送ることが決定され、2,020年 12月1日付の 

  メール案内にて開催中止が案内された。 

 

 

 



【事業主査報告】 

 

・Yサ・ユース事業主査 井之上温代（滋賀蒲生野） 

 【期間中の活動報告】 

  2020/6/28 風の谷キャンプ場ワークの実施 

    草刈り、シャワー設備の設置作業など。 

    コロナ禍を鑑み午前中のみの実施。参加者58名 

  2020/9/27 滋賀YMCAチャリティランは中止。 

2020/10/24 YYフォーラムをホテルニューオーミにて開催。 

    YMCAスタッフ 9名 ワイズメン12名、 

西日本区 益国Y’サ・ユース事業主任 リモート参加 計22名 

              前年度実施のリーダーへのアンケートの結果 配布 

【今後の活動予定】 

   未定 

 

・地域奉仕・環境事業主査 太田美智代（近江八幡） 

 【期間中の活動報告】 

  2020/11/7 ワイズデーイベントとして10時より琵琶湖湖岸清掃を実施。 

      彦根クラブ２名、滋賀蒲生野クラブ5名、近江八幡クラブ15名 

（メネット2名、孫メット2名を含む）計22名の参加 

小雨の降るなか牧浄水場までの4キロの清掃を実施させて頂きました。  

草津クラブは、今年は中止。 

長浜クラブは、10月17日の予定でしたが中止。今後、検討中との事。 

彦根シャトーは、来年に向けて検討中との事。 

【今後の活動予定】 

   未定 

・EMC事業主査 寺倉利明（長浜） 

 【矢守ワイズ退会に伴い後任として就任挨拶】 

  矢守主任のクラブ退会をうけて、引き続きのEMC主任として就任致しました。 

  宜しくお願いいたします。まずはEMCシンポジウムの実施に向けて頑張りたく存じます。 

 【期間中の活動報告】 

  2020/9/18 EMC主査懇談会への参加 

  2020/10/1 長浜クラブEMCアワー例会への参加 

【今後の活動予定】 

 2021/2/20 EMCシンポジウム開催予定 

   ワイズ起こし運動へも積極的な協力を進めたい 

   各クラブのEMC集計報告は遅滞なくお願いします 

 

・国際・交流事業主査 宮本年博（彦根） 

 【期間中の活動報告】 

    ハイデラバードワイズメンズクラブ Vijaya（ビジェイ）氏と 

毎日ＳＮＳでチャットを実施 

【今後の活動予定】 

    びわこ部合同新年例会の開催が決まれば、段取りを進めます。 

 



・メネット事業主査 滝本英子（草津）※欠席のため一井会長より報告 

 【期間中の活動報告】 

コロナ禍のため自粛 

【今後の活動予定】 

    スケジューリングされた予定はありません。 

 

・滋賀YMCAより書面による報告 

 

【クラブ会長報告】 

 

・近江八幡クラブ会長 藪秀実 

 【期間中の活動報告】 

コロナ禍の中の新年度となりました。近江八幡クラブは例会は通常の通りに開催していますが、会食は

避けています。（8月の納涼例会は野外の「妹背の里」で行ったために「お弁当」を用意しました。） 

9月例会は、西川びわこ部長、河口書記、前川会計をお招きしました。近江八幡クラブの規約の見直しと

確認をご一緒にしていただきました。10月はコロナ禍の今後のワイズ活動についての意見交換を行い、

例年とは違った基本方針をみんなで考える機会を得ています。亀山謙四郎ワイズが入会くださり感謝で

す。11月は移動例会とし、滋賀県平和祈念館を訪ね戦争の悲惨と「いのち」の大切さを感じとってきま

した。 

【今後の活動予定】 

クリスマス例会は密を避けながら、何とか開催したいと準備しています。 

滋賀ＹＭＣＡとのリレーションを今まで以上に取れる活動を行いたいと願っています。 

 

 

・彦根クラブ会長 外海清圭 

 【期間中の活動報告】 

  7月 14日  スタートアップ例会・部長公式訪問例会 

    8月 11日  納涼例会 醒ヶ井多々美屋 

    9月 08日   9月例会 卓話「YMCAとヴォーリズ」 藪 Ys 

    10月 13日  10月例会 滋賀蒲生野クラブとの合同例会中止になり 

              卓話「新型コロナウイルスの今後」 ヒロ林Ys 

    10月 25日 ＹＭＣＡ農園芋ほり 雨で保育園児のいもほりできず 

   11月7日  びわこ湖岸道路清掃に参加 

    11月 10日 11月例会 卓話「琵琶湖の漁業について」 澤田宣雄氏 

【今後の活動予定】 

12月5日  ちびっこサッカー大会 荒神山グラウンド 

   12月 19日 12月例会 彦根琵琶湖ホテル 

    1月 23日  びわこ部新年合同例会に参加 

    2月 9日  2月例会 

    3月 4日  4クラブ合同例会 

    4月 13日  4月例会（花見） 

    5月 11日  5月例会 

    6月 9日  6月引継ぎ例会 

 

  ※高島クラブとの交流機会の検討をお願いしたい 



 

・彦根シャトークラブ会長 金澤芳夫 

 【期間中の活動報告】 

7月 11日 びわこ部第一回役員会・評議会     

7月 16日 第一例会（定時総会） 

7月 22日 YMCAちびっこ市民クリスマス実行委員会  

8月 22日 第 1例会（納涼例会）     

9月 9日 YMCAちびっこ市民クリスマス実行委員会  

9月 24日 第 1例会（ファンドアワー） 

10月 10日 ジャガイモファンド      

10月 22日 第 1例会（Ｙサアワー）       

10月 24日 びわこ部YYフォーラム        

11月8日 第 1例会（紅葉例会）     

11月 21日 びわこ部第二回役員会・評議会    

 

【今後の活動予定】 

12月 19日ファミリークリスマス例会 

1月 9日 第1例会（新年例会）       

1月 21日 第 2例会（EMCアワー） 

2月 25日第 1例会（TOF例会） 

3月 4日 第1例会（4クラブ合同例会）   

3月 25日 第 2例会（ドライバーアワー） 

4月 11日 第 1例会（花見例会）        

4月 22日 第 2例会（定時総会） 

5月 13日 第 1例会（ブリテンアワー）    

5月 23日 第 2例会（ひよこサポート） 

6月 12～13日 第 21回西日本区大会       

6月 19日 第 1例会（引継例会） 

 

  ※8月の納涼例会において、善利知宏ワイズが入会されました。 

また後期においても、1人の入会を予定しております。 

・長浜クラブ会長 江畑明 

 【期間中の活動報告】 

  7月 11日  びわこ部第一回役員会・評議会     

7月 16日  第一例会（定時総会） 

8月 20日  第一例会（臨時総会） 

9月 3日  第一例会（スピーチ） 

10月1日  第一例会（EMCアワー） 

10月 10日  ファンド事業・ポテト配布  

10月 24日  びわこ部YYフォーラム        

11月5日  第一例会（YMCAアワー） 

11月 10日  大阪サウスクラブ65周年例会     

11月 21日  びわこ部第二回役員会・評議会    

11月 21日  地域奉仕事業イルミネーション設置 

   



※高島クラブ新設後の例会に当クラブより毎回3名～4名参加し交流を図っています。 

 

【今後の活動予定】 

12月3日 クリスマス準備例会        

12月 20日 ファミリークリスマス例会 

1月 7日  新年例会              

1月 21日 連絡例会 

2月 4日  TOF例会 

3月 4日  4クラブ合同例会 

4月 1日  テーマ別意見交換例会        

4月 17日 親睦例会 

5月 6日  講演例会 

6月 3日  引継ぎ例会 

 

・草津クラブ会長 一井伸介 

 【期間中の活動報告】 

 コロナのため例会は10月の部長公式訪問のみでしたが、 

10月31日、有志による福島からの避難者の会との交流会をしました。 

    11月14日、甲府21クラブ、30周年記念例会にクラブを代表して4人が山梨を訪問しました。 

 

【今後の活動予定】 

コロナの様子を見ながら、出来るときに例会をする予定です。 

 

・滋賀蒲生野クラブ会長 三原茂靖 

7/14  7月定例会開催 キックオフ例会 

8月定例会はコロナ拡大の為休会 

8/25  8月第２例会 琵琶湖湖畔で夕陽を見る会実施 

9/18  9月定例会開催 部長公式訪問  

10/13  10月定例会開催   

11/10  11月定例会開催 

11/7   11月第2例会近江八幡クラブと共に琵琶湖湖周道路の清掃 5名参加 

 ※コロナ禍の為、計画の見直しが多いので、今後のびわこ部と西日本区の予定を知らせてほしい。 

  →期首のスケジュールに沿って開催可否を睨みながら進めています。 

 

・高島クラブ会長代行 牧 賢範 

 【栗本会長ご急逝に伴い後任の会長代行として就任ご挨拶】 

 【期間中の活動報告】 

 7/8 第一回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

    7/15 豪雨被害による家屋の土砂撤去ボランティア活動（拝戸地区）    

7/22 第一回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

    7/25 豪雨被害による家屋の土砂撤去ボランティア活動（拝戸地区） 

   9/9 第二回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  10/14 第三回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

    10/28 第三回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  11/11 第四回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 



    11/25 第四回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

 

【今後の活動予定】 

12/9第五回 第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

12/20 長浜クラブ合同クリスマス例会 

1/13 新年例会 

1/27 第六回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  2/10 第七回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  2/24 第七回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  3/10  第八回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  3/24 第八回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  4/14 第九回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  4/28 第九回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  5/12 第十回  第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  5/26 第十回  第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

  6/9 第十一回 第一例会（マキノグランドパークホテル） 

  6/23 第十一回 第二例会（今津東コミュニティーセンター） 

 

【びわこ部報告】 

・びわこ部書記 河口裕亮 

 

 【びわこ部部報第1号発行について】 

 今年度部報は2020年8月、2021年2月、2021年7月と、3回の発行を予定していましたが 

  大きな出来事が続けて起こってしまい、発行の機会を逃してしまっております。 

 まことに申し訳ございませんが、仕切りなおしの上、早々に発行を考えておりますので 

ご容赦下さいますようお願いを申し上げます。 

 

【ZOOMによるWEB会議環境整備について】 

 順次整備を進めていきます。 

 今しばらくお時間を下さいますようお願い致します。 

 

【次期役員研修会の開催について】 

 11/28（土）-11/29（日）新大阪クライトンホテルでの開催が予定されています。 

 びわこ部からの出席予定者は 

 戸所直前理事、安田次期部長、西川部長、河口次期Yサ主任、正村LD委員の5名です。 

 コロナ感染者が急増している中ですので、WEBでの参加も可能となりました。 

 ご希望の方は安井西日本区書記までご連絡をお願いします。 

 

【次回びわこ部役員会・評議会について】 

 ◆第3回びわこ部役員会・評議会 

  日時：2021年 2月13日（土）14:00～16:00 

  会場：彦根勤労福祉会館 

   

  ※事前に資料作成のご依頼と、出席依頼のご案内を送付差し上げます。 

   必ず期日までにご回答を下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。 



 

【次回びわこ部役員会・評議会について】 

 ◆第3回びわこ部役員会・評議会 

  日時：2021年2月27日（土）14:00～16:00 

  会場：彦根勤労福祉会館 

   

YMCAの歌清聴                  一 同 

第 2 回役員会・評議会 閉会宣言･点鐘                           西川裕介 びわこ部部長 

第 2回役員会終了 16:00 

 

作成：びわこ部書記 河口裕亮 

 


