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２０１９－２０２０年度 びわこ部 第 2回役員会・評議会 議事録 

 

日 時： ２０１９年 11 月 16 日（土） １４：００～１6：００ 

場 所： 近江八幡ＹＭＣＡ ２階 会議室 

                                      

出席者： 役員: 部長： 東 康彦、 書記： 三谷 喬、 会計： 三原 茂靖、  

監事: 松岡 義隆、 連絡主事： 久保田 展史、  

会長： 近江八幡クラブ： 太田 美智代、 彦根クラブ： 宮本 年博、 

長浜クラブ: 矢守 昭男、草津クラブ： 滝本 英子、   

        主査・特別委員： Ｙサ・ユース事業： 河越 尚博、 地域奉仕・環境事業: 中山 博文 

ＥＭＣ事業： 外海 清圭、 国際・交流事業・HP 情報委員長： 安田 博彦(兼任)、 

メネット事業： 山内 勉                                 計１４名 

欠席者： 直前部長： 池田 政弘、次期部長： 西川 祐介、彦根シャトークラブ会長： 安澤 勝(*)、 

  滋賀蒲生野クラブ・200 推進チーム委員長 井之上 温代(兼任)              計 ４名 

代理出席(*): 彦根シャトークラブ副会長: 富田恵一 

    

次 第：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) 

出席者は、役員会の構成員１２名中 10 名、評議会の構成員１３名中９名で部則の要件を満

たし役員会・評議会は成立。 

４．びわこ部 部長 挨拶 東 康彦 

   九州部会を除く全部会に出席し、各部の事情やあり方を色々と勉強し参考になった。また、

11/9(土)開催の西日本区第２回役員会では、各部部長報告、各委員会報告等があったが、

第２２回西日本区大会の予算と決算報告では幾つか気がかりな点があった。 

   議案では、『「ワイズ・ＹＭＣＡパートナーシップ検討会」を西日本区特別委員会として位置

付け、加えて委員会規則を設ける件』、ロースターに掲載すること、東西日本区から各３名、

日本ＹＭＣＡ同盟から２名、リエーゾンとして東西から各１名のメンバーで構成される、また、

「第２４回西日本区大会ホストクラブ及び開催地の承認の件」、ホストクラブ：京都トゥービー

クラブ、2021 年６月 5・６日（土・日）ウエステイン都ホテル京都で開催することが承認された。 

尚、9/7 開催のびわこ部会への各クラブから頂いたご協力と、部長公式訪問に当って各クラ
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ブより多大なご協力いただいたことに対するお礼を追記させて頂きます。 

５．議長選出 出席者の互選により東部長を選任。 

議案書 

 第１号議案 次期びわこ部組織体制の件 

         議案提案者の西川裕介次期びわこ部部長は欠席のため、河口裕亮次期

びわこ部書記より次期びわこ部役員体制について、びわこ部部長: 西川

裕介、書記:河口裕亮、会計:前川幸久(全て彦根シャトー)、直前部長:東 

康彦、監事:東康彦、代議員: 東康彦、西川裕介、次々期びわこ部部長は

近江八幡クラブから輩出、事業主査は過去の輪番に基づき、Ｙサ・ユース: 

滋賀蒲生野クラブ、地域奉仕・環境:近江八幡クラブ、EMC:長浜クラブ、

国際・交流:彦根クラブ、メネット事業:草津クラブ、200推進チーム委員長:滋

賀蒲生野クラブ 井之上温代ワイズ、情報委員長:近江八幡クラブ 安田博

彦ワイズが提案された。尚、松岡ワイズ起こし運動リーダーより、200 推進チ

ーム委員長については、井之上ワイズの後継を検討中との発言があった。 

事業主査の輪番制については、国際・交流は、議案書では彦根シャトーク

ラブとなっていたが、部長輩出クラブのため、彦根クラブに了承を得た後、

彦根クラブに変更することにして、全員異議なく承認された。 

尚、監事については、２０１７年度・２０１８年度は２名の選出で、２０１９年度

に１名に戻ったので再度確認することとなった。 

次期の事業主査と会長名を年内中に河口次期びわこ部書記まで連絡し

て欲しいとの依頼があった。 

         また、当議案書は協議書として提出したのだがとの質問があったが、次期

事業主査の役割分担は輪番制に基づくことの承認が必要なため議案書に

したとの返答で了解が得られた。 

         また、次年度のびわこ部会は、2020 年 9 月 19 日(土)、マリアージュ彦根玉

姫殿で開催予定との報告があった。 

          第２号議案 びわこ部メネットアワー料理教室開催の件 

                  議案提出者の山内勉メネット事業主査より、配付資料でメネットアワー料理

教室を、２０２０年２月２９日(土)10:30～13:30 大阪ガスクッキングスクール

滋賀で開催の提案があり全員異議なく承認された。 

          第３号議案 新クラブ設立に伴う設置要綱（案）の件 

                  議案提出者の松岡義隆びわこ部ワイズ起こし運動リーダーより配付資料

「びわこ部新クラブ設立のための設置要綱(案)」により説明。 

                   委員長  松岡ワイズ起こし運動リーダー 

                   副委員長 西川次期びわこ部長 

                   クラブ名 仮称「高島クラブ」 

                   設立記念総会 2020 年 4 月 25 日(土)奥琵琶湖マキノグランドパークＨ 

                   チヤーターナイト 2020 年 5 月 23 日（土）今津サンブリッジホテル 
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                   スポンサー・ホスト びわこ部（世話役代表クラブ：長浜クラブ 

         質疑応答の後、全員異議なく承認された。 

６．報告・連絡事項 

  ＥＭＣシンポジウム実施報告 外海 EMC 主査より、８/３(土)に彦根勤労福祉会館で開催され

たEMCシンポジウムについて、当日は、理事懇談会、牧野徳文EMC事業主任の基調講演

「クラブ発展の事例」、グループディスカッション・発表、びわこ部ワイズ起こし運動と盛り沢山

のプログラムを組み、長時間に亘ってしまったとの報告があった。 

  ボーリング大会・ＹＹＹフォーラムについて 河越Ｙサ・ユース主査より、10/27 を予定していた

が、各クラブ及びＹＭＣＡの行事と重なってしまったため延期することになり、引き続きＹＭ

CA と調整中と報告された。 

  ワイズデーの清掃活動について 中山地域奉仕・環境主査より、今年度のワイズデーの清掃

活動は、１１/１７日(日)に６クラブ協同で近江八幡湖岸清掃を実施予定との報告があった。 

  びわこ部新年合同例会について 安田国際・交流主査より、今年度のびわこ部新年交流会

を２０２０年１月１４日(火)18:30～21:00 ホテルニューオウミで開催予定との報告があった。 

  西日本区大会準備の推進状況ついて 浅岡西日本区大会準備実行委員長より、配付資料

「第２３回西日本区大会参加要項 (No10)」により説明がなされた。６/１3(土)の午前に開催

の区年次代議委員会、メネットアワー等は、閉会時間を睨み（11 時を目処）、弁当を用意す

る予定。３日間のプログラム別スタッフ要員への協力依頼があった。 

予算・費用に関する問いが幾つかあり、費用の点でびわこ部に頼ることは絶対無いとの返答

があった。また、6/12(金)の西日本区役員会は 16：30～18：30、前夜祭が 19：00～で時間的

に大丈夫かとの質問があり、2 時間と十分な時間を取っており、最大 18：00 に終了を考えて

いる、登録費の飲酒と非飲酒については、名札の色を変えるとの返答があった。 

   もっと近づいたら、各クラブを訪問して具体的な説明と協力依頼をする予定とのこと。 

ワイズ起こし運動の活動状況について 松岡ワイズ起こしリーダーから配付された資料：「湖西

地域の市民とワイズメンズメンのミニ集会のご報告」、「びわこ部ワイズ起こし運動」近況報告、

「第 1 回ワイズ地域フォーラム開催の役割分担のお願い」とそのチラシにより、当初、ワイズ

起こし運動のリーダーとして 2 本の柱、第 1 に会員増強の推進として新クラブ設立に向けて

の活動、第 2 にＹＭＣＡとワイズメンの協同関係の改善を目指してきた。第 1 の新クラブ設立

に向けての活動の一環として、10/10 に「湖西地域の市民とワイズメンズメンのミニ集会」を

開き、湖西地域の方々とワイズメンズメンバーとの情報交換として、地域のＮＰＯ法人および

地域で奉仕・環境問題に取り組まれている方々のお話を聞いて頂き、びわこ部からはワイズ

メンを含めて 23名出席し、その中から 200推進チームリーダーの井之上ワイズよりワイズメン

ズクラブとＹＭＣＡの活動内容が報告され、中身の濃い集会が出来た。また、11/30（土）開

催の「第 1 回ワイズ地域フォーラム」について、当日の役割分担の確認、高島クラブの目標

人数：20 名に向けて会員候補の紹介依頼、フォーラムへの参加要請があった。 
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風の谷キャンプ場ワーク、運営委員の委嘱・委員会運営について、久保田総主事より、キャン

プ場ワークでお世話になったことに対する感謝の意が伝えられた。キャンプ場ワーク終了報

告の後、色々な情報が寄せられている。その中で、寄贈されたテントは、軽くて設置しやす

いが、横風に弱い欠点があることが分かった。新しいテントは横長のため今の土台では合わ

ず、また老朽化しているため、緊急に常議委員で運営委員会を開き、キャンプ場に行き新し

いテントに合わせやり直すための寸法を測り、どの位費用が掛かるのか見積り等について話

し合っているので、改めて報告する。年明けに各クラブからキャンプ場運営委員を出しても

らい委員会を開く予定。 

滋賀ＹＭＣＡチャリティランの開催日程・実行委員会運営について  久保田総主事より、次年

度のチャリティランは 9／27（日）で進めている、実行委員会は年明けに開催の予定。 

 台風 15 号・１９号被災地支援募金実施報告 久保田総主事より、配付資料「YMCA 台風１５号･

１９号被災地支援街頭募金実施報告」により、１１/２(土)に JR長浜、彦根、近江八幡、草津、

石山駅前、5 ヶ所で実施された募金活動の報告があった。参加者１０１名、募金額２１１,６８９

円はＹＭＣＡ同盟に送られ、ＹＭＣＡ同盟が行う被災地支援活動に充てられる。当募金活動

について、マニュアルを作成して当日各クラブ会長に用意し、理解を深めた。今回は、読売

新聞が近江八幡に来て4ヶ所全部で取材し、翌日の新聞にワイズメンズクラブの名前も書か

れたよい記事が掲載された。総主事よりご協力頂いた皆様への感謝の意が述べられた。 

   ＊久保田総主事より、ＹＭＣＡ前の駐車場について、一杯になると利用者の不便となるため、

出来るだけ乗り合わせや付近の駐車場を利用して欲しいとの協力依頼があった。 

びわこ部会計報告（前期） 三原びわこ部会計より、配付資料「びわこ部 第２回役員会・評議会

報告書」で、風の谷キャンプ場整備費用分担金とびわこ部費（前期）納入の状況が報告され

た。 

7. ＹＭＣＡソング斉唱 

8. 閉会点鐘 びわこ部部長 東 康彦 

                                                     以上 


