2020～2021 年度
部長主題

第 6 回 京都部

「人生は一度きり」

役員会

～出会いから全てが始まる～

日

時

2020 年 12 月 04 日（金） 19：00～21：00

場

所

京都 YMCA 三条本館（一部 ZOOM を使った Web 会議）

出席予定者

議事録

（敬称略・クラブ名称一部省略）
中村隆司部長・次期部長（ウェル）、島田博司直前部長（ウエスト）、川上孝司監
事（パレス）、幡南進 YMCA サービス・ユース事業主査（キャピタル）、的場幸生
地域奉仕・環境事業主査（トップス）、坂口祐司 EMC 事業主査（ZERO）
【Web 参
加】
、牧野万里子国際・交流事業主査（ウエスト）、中村典子メネット事業主査（ウ
ェル）
、近藤敦无 PR 委員会委員長（東稜）、今村隆宏書記（ウイング）、松田博一
書記（ウェル）、蒔田茂夫会計（プリンス）、西村和真事務局長（洛中）、藤尾実京
都 YMCA 統括担当主事

1.議事進行

今村書記

2.開会点鐘

中村部長

3.出席者確認

今村書記

4.部長開会挨拶

中村部長

□ 今後の役員会もﾊｲﾌﾞﾘｯﾄで開催していくので、遠慮なく Web 参加してください。
5.議長書記選任

議長（今村書記）

6.報告事項

議長

書記（松田書記）

①部長報告
□ 西日本区役員研修会【Web 参加も数名有】

3 密を避けながら行われた。

□ 残念ながらﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｳﾘﾝｸﾞはｺﾛﾅ禍の影響で中止となった。
□ 京都部内の事業懇談会を Web 実施でもいいので、開催して欲しい。
□ 次々期西日本区理事について報告（熊本むさしｸﾗﾌﾞ

田上

正

ﾜｲｽﾞ）

②各事業主査・委員長報告
□ 幡南進 YMCA ｻｰﾋﾞｽ･ﾕｰｽ事業主査
・11/15

ﾘﾄﾘｰﾄｾﾝﾀｰ ｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ
コロナ感染予防処置をとり、参加者にも注意喚起を促し開催された。
9 クラブより 10 の出店協力

・11/09

ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ実行委員会
2021 年 01 月 16 日～01 月 30 日の間にﾊﾞｰﾁｬﾙ開催

・11/28〜29

北京都ﾌﾛﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞ設立 5 周年記念事業「YMCA 杯学童野球大会」

部長より

28 日（土）は悪天候のため中止。29 日に予選、12 月 06 日に
準決勝、決勝が行われる予定。大変好評で、多くの保護者や観
客が来られた。今後ﾒﾃﾞｨｱへのｱﾋﾟｰﾙも考えたい。

・YYY ﾌｫｰﾗﾑを 5 月実施のﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝと一緒に開催できないか検討中。
直前部長

年度内にﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝを 2 回開催することについての説明が
必要ではないか。

□ 的場幸生地域奉仕・環境事業主査
・11/03

ｳｪﾙｸﾗﾌﾞﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ

・11/13

ﾄｯﾌﾟｽｸﾗﾌﾞ

ﾖｶﾞ教室（ｳｪﾙﾈｽ事業）京都 YMCA ﾏﾅﾎｰﾙ

・訪問実績
11/03

ｳｪﾙｸﾗﾌﾞ

ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ参加

11/05

洛中ｸﾗﾌﾞ例会参加

11/10

沼津ｸﾗﾌﾞ例会参加【Web 参加】

□ 坂口祐司 EMC 事業主査
・ｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ、東稜ｸﾗﾌﾞ

各 1 名入会

・訪問実績
11/19 ZERO ｸﾗﾌﾞ
11/26

EMC 例会講師として出席

ｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ入会式

□ 牧野万里子国際・交流事業主査
・京都ｸﾗﾌﾞ杉本交流委員長より、台北のｸﾗﾌﾞとの IBC について情報提供の依頼
・12 月中に記念切手収集のお願いを各ｸﾗﾌﾞへ配信予定
・訪問実績
11/19 ZERO ｸﾗﾌﾞ

EMC 例会参加

□ 中村典子ﾒﾈｯﾄ事業主査
・ﾒﾈｯﾄ献金について報告
・訪問実績
11/05

洛中ｸﾗﾌﾞ 11 月例会出席

11/19

ｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ岩本直前ﾒﾈｯﾄ主査を囲む会出席

11/23

京都 YMCA ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ（有志）参加

□ 近藤敦无 PR 委員会委員長
・PR 委員会活動
・12/03
7.議案

議長

京都部 HP の更新

PR 委員会開催

①第 5 回役員会議事録に関する件
・全会一致で承認
②2021-2022 年度

京都部役員に関する件

・京都部長

年内に主査を決定したい

・継続審議
③2021-2022 年度

第 26 回京都部部会

日程及び開催場所に関する件

・日時 2021/10/10 （日）
・会場 ｳｴｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ
・全会一致で承認
④京都部 CS ﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｳﾘﾝｸﾞに関する件
・みやびｸﾗﾌﾞより中止のお願い
・ﾁｬﾘﾃｨｰ募金を行う（CS ﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ予算も募金に使う）
・全会一致で承認
⑤YMI ﾜｰﾙﾄﾞ･ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関する件
・事業の実施について

全会一致で承認

・PR 動画制作の予算については継続審議
8.議事確認

書記

9.YMCA か ら の 報 告
□ 藤尾京都 YMCA 統括担当主事
・ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ
・11/23

ﾛﾝｸﾞﾗﾝｺﾝﾍﾟ

117 名参加

YMCA、ﾜｲｽﾞﾒﾝのｱﾋﾟｰﾙとして、京都ｸﾗﾌﾞのﾒﾝﾊﾞｰがﾃｨｯｼｭを配る

・12/5～6

ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰの飾りつけ（京都ｸﾗﾌﾞ）

10.書記/会計/事務局長報告
11.その他
□ 牧野主査より 主査の手引きを作り直してほしい
12.直 前 部 長 コ メ ン ト
□ 島田直前部長
・YMI ﾜｰﾙﾄﾞ･ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて、上手くﾌﾟﾚｽを使ってｱﾋﾟｰﾙをされれば
いいのではないか。
・事業交流会の再開をお願いしたい。
13.監事講評
□ 川上監事
・YMI ﾜｰﾙﾄﾞ･ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは大変だが、楽しいものにしてほしい。
・CS 事業主査さんは、各ｸﾗﾌﾞで事業をしたい場合、各ｸﾗﾌﾞ CS 資金申請のｻﾎﾟｰﾄ
に力を入れてほしい。

14.今後の行事日程
□ 西村事務局長
・2021/01/08

部報〆切

・次回三役会

2020 年 12 月 23 日（水）
19：30～21：00

・次回役員会

2021 年 01 月 08 日（金）
19：00～21：00

15.部長閉会挨拶

中村部長

16.議長書記解任

中村部長

17.閉会点鐘

中村部長

京都 YMCA 三条本館
京都 YMCA 三条本館

