
 
 

2020－2021 第４回中部評議会（ONLINE）議事録 
                           

                        

 

 

2021年 6月 12日（土）15:00～16:45 

                     

会 場  各自宅等にてＺＯＯＭ会議 

 

 

 

      
      進行 中部書記 荒川恭次  

今年度の経緯について。今年度は新型コロナ禍の中で評議会 4回、会長主査会３回をオンライ

ンで開催し、これまでにない中部全体の交流（意見交換）ができた。今回の第 3号議案は第１回

で協議案として提案したものである。2020年 8月開催の第２回会長主査会のメインテーマは、

中部から 2022-23年度理事を輩出か否かで議論した。結果早川部長より理事選定委員会委員長に

中部からは理事は輩出できない旨報告し決着した。理事選出が現実味を帯びたことから 2021年

2月開催の第３回評議会で、理事支援基金と中部財源からの具体的な支援方法を協議案として各

クラブ会長に提示しクラブのご判断を仰いだ。その結果を第 3回会長主査会でお聞きし、今回の

第 4回評議会で最終審議するに至りました。 

 

①  開会宣言・点鐘                        中部部長 早川政人  

 

②  ワイズソング                           斉 唱  

 

③ 開会の祈り                          金沢クラブ 山内会長 

 

④ 開会挨拶                             中部部長 早川政人 

    6月 5日～6日で西日本大会が開催され古田理事から新山次期理事へ理事旗が移った。我々

現中部体制も本日の評議会を終えて渡辺次期部長体制に移行する。この一年間新型コロナ禍

で活動が出来なかったことは反省している。しかし皆さんと交流・協力を得て今日に至り感

謝している。今後は新型コロナ禍の終息が見えない中、渡辺部長には協力していきたい。 

  

⑤ 評議会定数確認                          中部書記  荒川恭次 

  算定出席総数１７名、出席者数１５名、委任状提出２名、合計１７名により成立。出欠

者は別紙参加者一覧表のとおり。 

 

⑥  議長選出（中部部則第９条 3項）議長は部長が務める       中部書記  荒川恭次 

 

⑦  議長挨拶                             中部部長 早川政人 

 

 

 



⑧ 議案・協議 

 １．（確 認）第３回評議会の議事録について 

    特段の意見もなく内容確認された。     

 

 ２．（第 1号議案）2022-23年度部長の承認とホストクラブの了承について  

     早川中部部長より提案のあった 2022-23年度中部部長候補の山内ミハルワイズ（金

沢クラブ）は満場一致で承認され、金沢クラブがホストすることも了承された。山内

ワイズから出された受諾条件（部長キャビネットは他クラブから選出）も承認された。

早川中部部長から中部一丸となって金沢クラブをバックアップしていただきたいと

の表明があった。 

  

 ３．（第２号議案）2021-2022 中部監事選任の件 

     渡辺次期部長提案の案件は満場一致で承認された。 

 

 ４．（第３号議案）西日本区理事および理事スタッフ等支援基金について 

      服部中部会計からの提案案件は、基本賛成の渡辺次期部長より一部修正提案が出さ

れ、平野会長セコンドにより修正動議とされ以下の通り承認された。  

 

① 別紙１ 中部選出西日本区理事および理事スタッフ支援資金内規 

10．委員は３名とし、早川政人（名古屋グランパスクラブ）、服部庄三（名 

古屋グランパスクラブ）および当該期中部会計に委嘱する。 

 

② 別紙２ 中部選出西日本区理事および理事スタッフ支援資金管理委員会規約 

第６条 管理委員会に次の役員を置く 

     管理委員長１名、管理委員２名  

  

付則 管理委員会の委員は、次の通りとする。 

      管理委員長 住所 省略 氏名 早川政人（名古屋グランパスクラブ） 

        管理委員  氏名 服部庄三（名古屋グランパスクラブ） 

        管理委員  氏名 当該期中部会計 

     

５．（第４号議案）中部会計の西日本区理事および理事スタッフ支援金への一部振り替えに 

ついて  

      服部中部会計からの提案案件は満場一致で承認された。  

 

 ６．（第５号議案）中部会計の特別（ファンド）会計（仮称）の創設について  

     服部中部会計からの提案案件は、渡辺中部部長からの手続き煩雑理由での反対表明

に平野会長セコンドで議論の結果、服部会計より採決とはせず協議への変更の申し出

に荒川書記セコンドで採決され、満場一致で継続協議となった。また、柴田監事より

「提案内容②」の「中部監事の承諾」については権限が違うことから、「中部監事の

助言」または「常任役員の承諾」への変更提案があった。 

 

７．（第６号議案）2021-2022年度 西日本区代議員の選出について 

    荒川中部書記からの提案案件は満場一致で確認・承認された。 

 

 

 

 

 

 



⑨ 事業主査・各クラブ会長現況報告（クラブ会長・各事業主査） 

１．清水Ｙサ・ユース主査： 

    新型コロナ禍の中でＹＭＣＡの活動も低迷であったが、名古屋ＹＭＣＡ・富山ＹＭ 

ＣＡの活動は他地域に比べて活発であった。次期は既に日和田キャンプ場での中部部 

会（Ｙ・Ｙ・Ｙフォーラム）が目標となっている。個人的には次々期Ｙサ・ユース事 

業主任としての準備期間として一年の活動計画を立てている。 

 

 ２．河部ＥＭＣ主査 

    あっという間の一年であった。新型コロナ禍で会員増強活動がやりづらかった。過 

ぎ去ったことは忘れて次のＥＭＣの発展に繋げたい。 

 

 ３．數澤メネット主査 

    3月 21日にリモートでメネット事業懇談会があった。初めて各地のメネット主査に

会った。次期竹内事業主任からヘアドネーションの話があった。今年度は中部部会が

無かったのでメネットアワーが持てなかったが、今回の西日本区大会では、名古屋ク

ラブのアミの会クリスマス支援と金沢クラブのシングルマザー親子を招待した芋煮会

を紹介した。 

      ※ ヘアドネーションとは、治療などによって脱毛の悩みを抱えた子どもたちにメデ

ィカルウィッグと呼ばれるかつらを提供する団体に髪を寄付することを意味します。

髪は、頭部全体を覆うため 31cm以上の長さが必要です。 

 

４．金沢クラブ：山内会長 

    昨年度より新型コロナ感染者が少なかったので、３月～５月は第一例会を中止した 

が第二例会は全て開催した。6月～１２月、2月～６月は対面で例会を開催した。１月 

は感染経路不明者が増加のため中止とした。第一例会は全てスピーカーを招いての開 

催で研修会もできて良かった。例年開催の特別例会は全て中止とした。北ワイズが逝 

去された。ホープを失ったことはクラブとして痛手が大きい。また、手術される方等、 

高齢化等の課題あるがワイズ活動のモチベーションは高い。現在 20代の青年３名が例 

会に参加しているが、クラブ会費の低額についての再考でメンバー化できればと思う。 

 

５．名古屋クラブ：平野会長 

なかなか動けなかった一年であった。第二例会は基本ＺＯＯＭで開催しているが、

ＺＯＯＭができないメンバーのためハイブリットでやらざるを得ない。1 年半程度は

食事もなく淡々と時間が過ぎるプログラムとなってしまった、次年度はもう少しでき

ればと思っている。名古屋クラブは５か年計画を作成している。5 年後のイメージを

作ってそれに向かって実践する計画である。8 月以降は会員増強を含めて進めて行き

たい。来年はクラブ創立 75周年で特別なことはしないが、古くなったバナーを替える

予定。また中部部長をホストするのでご協力お願いします。 

        

６．東海クラブ：太田会長 

ワイズ入会 4 年目での会長職で何をやったのか納得できる部分がない。新型コロナ

禍で通常の例会が年間半分も開催できなかった。救いであったのは例会があった時の

出席率は高く、今月の例会も多くのメンバーが集まった。残り僅かではあるが７月に



は山田新会長に引き継ぐことができる。まだ振り返りも出来ていないが、来年度はＥ

ＭＣ主査を受ける。わからない部分が多いが皆様のお力を借りて活動したい。 

 

７．南山クラブ：荒川会長 

    クラブの存続をテーマとしていたが、来年も同じような状況が続くと思われるので 

長期計画よりも単年度計画にせざるを得ない状である。農場プログラムを運営する上 

では「ワイズメンズクラブ」という名称は有効である。ＹＭＣＡとの関係で他団体と 

交流する場合は個人名よりも「ワイズメンズクラブ」の方が重みがあって対応しやす 

い。従って来年度は南山ワイズメンズクラブとして活動する。ＥＭＣについては展望 

がない。クラブ会計も解散を見据えて繰越金は残さないよう処理している。今年度は 

新型コロナ禍の影響でバーベキュー等集合プログラムが出来なかった。しかし玉ねぎ、 

ジャガイモ等作物は例年になく豊作で、幼稚園、保育園、日本語学院、各児童施設へ 

食材として寄贈した。    

 

８．グランパスクラブ：坂口会長 

新型コロナ禍が幸いして第一例会、第二例会ともにＺＯＯＭで全開催でき、参加者

も多く実のある例会が一年間できた。これまでの例会を振返る良い機会であった。西

日本区大会でＹサ・ユース優秀クラブ賞を受賞した。吉田ワイズが日本語学院役員で、

クラブとしてサポートがあったこと、学童キャンプのサポート、日和田キャンプ場リ

ーダートレーニング支援等が認められたと思う。引き続き来年度も服部会長に引き継

いで活動を続けたい。 

     

７．津クラブ：亀野会長 

この 6 月末でクラブを解散する。今回が最後の顔合わせである。ブリテンの最終号

の発行で全員の原稿が遅れている。発足当初は多くのメンバーで活発に活動していた

が新規メンバーの発掘もできず今に至ってしまった。残念なことである。新型コロナ

禍が終息したら他クラブを訪問したいとの他メンバーからの伝言がある。しかしこの

一年ＺＯＯＭを活用できたことは大きな経験である。親切に未熟者をカバーしていた

だき感謝します。今後どこかでお会いできると思いながら最後とします。ありがとう

ございました。 

 

８．とやまクラブ：清水会長 

    チャーターから２年経過した。例会に出られない会員が退会した。新規会員は１名

のみで会員増員ではうまく行っていない。例会参加率が５～６割で例会をいかに魅力

的にして参加者を増やすことが課題である。この一年は特に新型コロナ禍の影響でで

きなかった。ＹＭＣＡのサポートはＹＭＣＡのプログラムに参加することでユースと

も関りができるようになってきた。これを来期以降は発展させたい。 

 

10．ワイズ起し運動について：柴田委員長 

ワイズ起し運動としては何も無かった。西日本区・中部が言わずとも各クラブが会

員を増やし例会を楽しくすることは理解されていると思う。各クラブ独自にそれぞれ

の方法で進めていただきたい。 

 



11．直前部長：小林直前部長 

   このコロナ禍の中、早川部長は工夫されて活動を進められた。新型コロナ禍が終息

して皆さんと対面でお会いできることを楽しみ待ちます。 

 

⑩ その他報告・連絡事項  

早川部長より西日本区大会で行った部長報告映像を参加者に視聴していただいた。 

 

⑪ 監事講評                           中部監事 柴田洋治郎 

   後日提出される会計報告を監査したい。このコロナ禍の中みなさんは良くやっていただけ

たと思います。 

  

⑭閉会の祈り                          直前監事 山内ミハル 

 

⑮ＹＭＣＡの歌                           斉 唱 

 

⑯閉会点鐘                              中部部長 早川政人 

 

⑰閉   会 

 

以  上 

 



 2021年 6月 12日 

2020－2021年度 第４回評議会  

議長 中部部長 早川政人 殿 

 

提案者 役職名 中部部長          

氏 名 早川 政人      

中部評議会 議案 提出書 

【第 １ 号議案】 

議案名 

   次々期部長の承認とホストクラブの了解をお願いする件について 

議案内容 

  部則に従い、以下の通り次々期部長を推薦しますのでご承認願います。 

  次々期部長名 ： 山内ミハル（金沢クラブ） 

  また、ホストクラブを金沢クラブにすることをご了解願います。 

   

提案理由 

  部則 第９条 評議会 第４項 部評議会においてとりあげるべき事項  

③ 次年度の次期部長、部監事、部選出代議員の選出  

による承認事項として提案します。 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 □決定 □（        ） 

緊 急 性   □緊急を要する  □要しない     ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（           ）  出席を要請すべき人（         ） 

【提出期限】６月６日（必着） 複数の議案を提出する場合はこの用紙をコピーしてお使いください。 

開催日：２０２１年 ６月１２日 会場：ＺＯＯＭ 

 



2021 年 6 月 12 日 

2020－2021年度 第４回評議会  

議長 中部部長 早川政人 殿 

 

提案者  役職名    次期中部部長       

氏 名    渡辺 真悟      

 

中部第 4回 評議会 議案書 

【第 2号議案】 

議案名 

2021-2022年度中部監事選任の件 

議案内容 

 2021-2022年度中部監事として小林滋紀メン（名古屋南山クラブ）を選任する。 

提案理由 

 中部部則第 9条第 4項③に基づき評議会で次年度監事を選出する。なお、部則第 5条第 4項では 

原則として前年度の直前部長が就任するとされている。 

 

 

     

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 □決定  □（        ） 

緊 急 性   □緊急を要する  □要しない     ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（           ）  出席を要請すべき人（         ） 

【提出期限】２０２１年６月６日（必着） 複数の協議案を提出する場合はこの用紙をコピーしてお使いください。 

開催日：２０２１年６月１２日(土) 会場：ＺＯＯＭ 

 

 



2021 年 6月 12日 

2020－2021  年度  第４回評議会 

議長 中部部長   早川 政人 殿 

 

提案者 役職名 中部会計  
 

氏 名 服部庄三  
 

中部評議会 議案 提出書 
 

【第 ３ 号議案】 
 

議案名 
 

            西日本区理事および理事スタッフ等支援基金設立について 

           （ワイズリノベーション基金） 

議案内容 
 

  将来、中部より西日本区理事が任命された場合、中部として理事および理事スタッフの 

経済支援を次の通り行っていただきたく、ご承認よろしくお願い致します。 
  

  次期理事期、当該理事期および直前理事期の３年間の経済支援を行う。 

   支援金額、管理方法等は下記の通りとしたい。 
 

１．中部選出西日本区理事および理事スタッフ支援金内規（案） 別紙１ 

２．中部 理事等支援金管理委員会規約（案）         別紙２ 

３．理事および理事スタッフ支援金細則（案）         別紙３  

 

提案理由 
 

１． 将来中部より西日本区理事が任された場合、理事及び理事スタッフの活動に伴う個 

人的な経済的負担を軽減しようとするものです。 
 

２． 理事および理事スタッフ輩出クラブからの支援負担を軽減するとともに、中部輩出 

理事およびスタッフとして中部全体からの支援としたい。 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供  □アイデアがほしい  □問題解決  □決定 □（      ）

緊 急 性 □緊急を要する □要しない ★ 月 日までに解決の必要 

必要時間（ ） 分  資 料（ ） 出席を要請すべき人（ ） 

【提出期限】6 月  6 日（必着） 複数の議案を提出する場合はこの用紙をコピーしてお使いください。   

開催日：2021年 6月12 日 会場：ＺＯＯＭ 

 



別紙１ 

中部選出西日本区理事及び理事スタッフ支援資金 

（ワイズリノベーション基金）内規（案） 

 

2021 年６月１２日 第４回中部評議会 

 

１．主 旨  将来、中部より西日本区理事が任命された場合、理事及び理事スタッフの活動

に伴う個人的な経済的負担を軽減しようとするものである。 

 

２．方 法  中部全メンバーから支援金を拠出していただき、それを基金として理事及び理

事スタッフの活動経費を補助する。 

 

３．支援金  中部メンバー１人に付き 3,000 円/年×３年＝9,000 円とする。 

 

４．拠出期日と方法  各クラブ会計は、2021～2022 年度、2022～2023年度、2023～2024

年度期首の３回に分けて中部会計に支援金を振り込むものとする。 

 

５．拠出金額 各クラブ拠出金額１回分の算出方法は下記による。 

        3,000 円×各期年初の半年報メンバー数。中部会計は拠出された支援金を一括 

        して理事及び理事スタッフ支援基金に積み立てる。 

 

６．管 理  支援資金は、中部主管の特別会計とし、理事及び理事スタッフ支援資金管理委

員会が責任を持って管理を行う。 

 

７．支援金の使途  理事及び理事スタッフが、国際及び国内ワイズ諸活動を円滑に行うため

に必要な個人的負担費用の補助に当てる。詳細は支援金細則によるものと

する。 

 

８．会計報告  理事及び理事スタッフ支援資金管理委員会は報告書を作成し、中部評議会に 

対して会計報告を行う。 

 

９．会計監査 中部監事が監査にあたる。 

 

１０．理事及び理事スタッフ支援資金管理委員会  

委員は２名とし、早川政人（名古屋グランパスクラブ）、服部庄三（名古屋グランパ 

スクラブ）の両ワイズに委嘱する。 

 

１１、本内規は２０２１年７月１日から施行する。 



別紙２ 

中部選出理事及び理事スタッフ支援金（ワイズリノベーション基金） 

管理委員会 規約（案） 

 

（目 的） 

第１条 将来、中部より西日本区理事が任命された場合、理事及び理事スタッフの活動に伴う

個人的負担を軽減するため、中部全メンバーから拠出いただいた支援金を管理する委

員会組織について定める。 

 

（名 称） 

第２条 この組織の名称は、「中部理事及び理事スタッフ支援資金管理委員会」（以下、「管理

委員会」という）とする。 

 

（設立年月日） 

第３条 管理委員会は、2021 年７月１日に設立する。 

 

（所在地） 

第４条 管理委員会の事務所所在地は、管理委員長の住所とする。 

 

（会 員） 

第５条 管理委員会の会員は、ワイズメンズクラブ西日本区中部の会員とする。 

 

（役 員） 

第６条 管理委員会に次の役員を置く 

管理委員長 1 名、 管理委員 1 名 

 

（管理委員長） 

第７条 管理委員長は管理委員会を運営する。 

 

（運 営） 

第８条 管理委員会は、会議を定期的に開催し、管理委員会の重要事項について審議する。 

 

付則 

  管理委員会の委員は、次の通りとする。 

    管理委員長 住所 名古屋市熱田区五本松町６番３号 氏名 早川政人（名古屋グラン 

パスクラブ） 

    管理委員  氏名 服部庄三（名古屋グランパスクラブ） 

 

この規約の記載内容に相違なきことを証明します。 

  2021 年 ６月 １２日  管理委員長 氏名 早川政人 



別紙３ 

中部選出理事及び理事スタッフ支援資金（ワイズリノベーション基金）細則（案） 

 

 

① 西日本区旅費支給施行細則の支給対象とならない範囲を支給する。 

   対象：代議員会、役員会、常任役員会、各委員会、同盟会議、設立総会、ＲＤＥﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、

周年記念、各研修会、その他管理委員会が理事及び理事スタッフ活動に必要と認め

た経費 

 

② 支給対象者（次期、現、直前） 

 

〇西日本区理事 

  各委員会、同盟会議、設立総会、ＲＤＥﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、周年記念、各研修会、Ｙ行事 など 

 

〇書記 会計 事務局 

  代議員会、役員会、常任役員会、各委員会、同盟会議、設立総会、周年記念、各研 

修会、Ｙ行事、次期会計研修会 など 

 

③ 支給対象は、旅費、登録費、宿泊費、会議費 など 

 

④ 登録費は、登録費の５０%の範囲で支給する。 

 

⑤ 幹線（新幹線・飛行機）の往復交通費の原則７０%の範囲で支給する。 

 

⑥ 宿泊費は一律８、０００円を上限として支給する。 

 

⑦ 受給希望者は所定の様式に必要事項記入の上、証拠書類と併せて管理委員長に請求する。 

 

⑧ 本細則は２０２１年７月１日以降の事象発生時から施行する。 

 

 

 

 



2021 年  6月 12日 
 

2020－2021  年度 第4回評議会   

議長  中部部長 早川政人 殿 

 

提案者 役職名 中部会計  
 

氏 名 服部庄三  
 

中部評議会 議案 提出書 
 

【第 ４ 号議案】 
 

議案名 

 

       中部会計の西日本区理事および理事スタッフ支援基金への一部振り替えについて 

議案内容 

 

  第３回中部評議会において協議されました、将来中部より西日本区理事が任命された場 

合の支援基金に、今年度中部会計次期繰越金より一部支援を次の通り行いたく、ご審議よ 

ろしくお願い致します。 

  

  2020-2021年度会計の最終次期繰越金の一部を「西日本区理事および理事スタッフ支援 

基金」へ振り替える。金額は５０万円とする。 

   

提案理由 
 

  今年度最終次期繰越金が、約８０万円見込まれます。ここ数年の次期繰越金額は下記 

の通り約２０万円で推移しました。このため、今年度次期繰越金額を約３０万円とし、 

５０万円を基金に振り替えたい。 
   

 参考：各年度の繰越金額  2014～15年度 198,603円 

              2015～16年度 200,000円 

2016～17年度 240,000円 

              2017～18年度 196,205円 

        2018～19年度 407,093円 

        2019～20年度 584,654円 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。   

議案のタイプ □情報提  □アイデアがほしい  □問題解決  □決定 □（      ）

緊 急 性 □緊急を要する □要しない ★ 月 日までに解決の必要 

必要時間（ ） 分  資 料（ ） 出席を要請すべき人（ ） 

【提出期限】6 月 6 日（必着） 複数の議案を提出する場合はこの用紙をコピーしてお使いください。    

開催日：2021年 6月12 日 会場：ＺＯＯＭ 

 



2021 年 6月 12日 
 

2020－2021       年度 第4回評議会 

議長  中部部長  早川政人 殿 

 

提案者 役職名 中部会計  
 

氏 名 服部庄三  
 

中部評議会 議案 提出書 
 

【第 ５ 号議案】 
 

議案名 

 

             中部会計の特別（ファンド）会計（仮称）の創設について 

議案内容 

 

 中部のワイズ運動の継続的奉仕活動を支えるための資金として「中部特別（ファンド）会

計」（仮称）を創設したい。 

財源として年度末の次期繰越金を繰り入れる。 

 

  具体的会計処理として、 

① 毎年各クラブよりの中部部費入金後、前期の繰越金額を「中部特別（ファンド）会計」

に積み立てる。 

② 同ファンドを取り崩す場合は、中部監事の承諾を得て出金する。また中部評議会にお 

いて報告する。 

③ 年度末の決算報告時に同特別（ファンド）会計の収支報告を行う。 
 
     

提案理由 

 

  年度会計では、本来年度の収入に見合った支出を予算化し活動するものであり、余剰金 

については、前期繰越金として一般会計にいれるのではなく、将来のワイズ発展および緊 

急事態に対応するために「中部特別（ファンド）会計」として別会計で積み立てたい。 
  
            

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。   

議案のタイプ □情報提  □アイデアがほしい  □問題解決  □決定 □（      ）

緊 急 性 □緊急を要する □要しない ★ 月 日までに解決の必要 

必要時間（ ） 分  資 料（ ） 出席を要請すべき人（ ） 

【提出期限】6 月 6 日（必着） 複数の議案を提出する場合はこの用紙をコピーしてお使いください。      

開催日：2021年 6月 12日 会場：ＺＯＯＭ 

 



 2021年 6月 12日 

2020－2021年度 第４回評議会  

議長 中部部長 早川政人 殿 

 

提案者 役職名 中部書記          

氏 名 荒川 恭次      

中部評議会 議案 提出書 

【第 ６ 号議案】 

議案名 

  ２０２１－２０２２年度 西日本区代議員の選出について（確認） 

議案内容 

  部則および西日本区定款に従い、２０２１－２０２２年度の中部選出西日本区代議員 

  の選出と確認ご了承をお願いします。 

  2021-2022年度 代議員名（敬称略） 

  部長：渡辺真悟、直前部長：早川政人 

  金沢クラブ会長：山内ミハル、名古屋クラブ会長：平野実郎、東海クラブ会長：山田英次 

  南山クラブ会長：荒川文門、グランパス会長：服部庄三、とやまクラブ会長：清水 淳 

提案理由 

 １．部則 第９条 評議会 第４項 部評議会においてとりあげるべき事項  

③ 次年度の次期部長、部監事、部選出代議員の選出  

 ２．西日本区定款 第６条 代議員会 

   第 2項 代議員会は、クラブを代表する代議員および部を代表する代議員により構成する。 

   第 3項 クラブを代表する代議員は、クラブ会長とする。 

   第 4項 部を代表する代議員は、部長および直前部長とする。 

による了承事項として確認します。 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 □決定 □（        ） 

緊 急 性   □緊急を要する  □要しない     ★   月   日までに解決の必要 

必要時間（    ）分 資 料（           ）  出席を要請すべき人（         ） 

【提出期限】６月６日（必着） 複数の議案を提出する場合はこの用紙をコピーしてお使いください。 

開催日：２０２１年 ６月１２日 会場：ＺＯＯＭ 

 


