
 

 

 

2022-2023第 1 回中部評議会（オンライン）議事録 

 

  

 

開催日時 2022年 6月 25日（土） 

14:25～16:00  

 

 

 

 

 

司会   中部書記 荒川 恭次 

１．開会宣言・点鐘                      中部部長 山内ミハル 

２．ワイズソング                         一同清聴 

３．部旗引継式                      直前中部部長 渡辺 真悟 

４．開会の祈り                      中部事務局長 数澤 輝夫 

５．開会挨拶                          中部部長 山内ミハル 

６．来賓挨拶（特別参加）             

・次期西日本区理事 深谷  聡（名古屋クラブ） 

   ワイズメンズクラブをどうやって次の世代に渡していくのか考える必要がある。今私

達に与えられた環境の中で、私たちが出来る方法を見つけ出すことが中部の力と思う。  

 ・Ｙサ事業主任 清水  淳（とやまクラブ） 

   中部はＹＭＣＡとワイズの関係が非常にうまく行っている。今期もたくさんの活動報 

告を出していただき最優秀賞を受賞していただきたい。 

  

７．評議会定数確認（部則 9条 5項）              中部書記 荒川 恭次 

算定出席総数１７名 出席者１７名 委任状０名 合計１７名により成立 

参加者名は別紙参加者一覧参照 

 

８．議長選出 山内部長選出 

９．議長挨拶 山内部長挨拶 

 

10．議  事 

(1)「第１号議案」2022～2023年度部長方針および事業計画(案)      

    2022-2023山内中部部長より説明、満場一致で承認された。  

 

(2)「第２号議案」2022～2023年度会計予算(案)     

2022-2023伊藤仁信中部会計より内容説明、満場一致で承認された。  

補足:中部部費、ワイズリノベーション基金は振込でお願いしたい。振込先等は後ほ

どのお知らせとする。（伊藤会計） 



 

(3)「第１号協議」2024～2025年度以降の中部部長・ホストクラブについて 

   2024-2025 年度以降は輪番で行うかクラブ合同で行うかはその都度の協議となるが、

今年度末までには 2024-2025年度中部部長、ホストクラブを決めたい。 

 

11．事業主査・各クラブ会長年度方針等について 

 

  小林Ｙサ事業主査 

   中部輩出のＹサ事業主任と連携して活動したい。 

 

  平野地域奉仕主査 

   メネット事業と協働活動となった。今期はＳＤＧｓについて各クラブに事業計画をお

伝えしたい。 

 

  服部ＥＭＣ主査 

   事業主任主題の「誘って良かったワイズ、入会して良かったワイズ」に沿って活動し

たい。特に若いメンバーをお誘いするよう各クラブにお願いしたい。併せてＥＭＣ集

計も隔月でお願いしたい。 

 

  山田国際交流主査 

   最近は国際交流が低流であるので今後は盛り上げたい。またユースの短期留学交流も

中部各クラブで取組んでいただきたい。 

 

  金沢クラブ幸正会長 

   会長主題は「One for all All for one」。みんなで力を合わせて活動したい。特に

今年は中部部会ホスト、金沢クラブ 75周年記念例会を全力で取り組む。例会を大事

にして特別例会を開催したい。ＤＢＣ交流も行いたい。 

 

  名古屋クラブ戸田会長 

   昨年立ち上げた「キャンプソングの会」を盛り上げていきたい。西日本区でデビュー

したい。会長主題は共感することを大切に「エンパシー（副題：他者の靴を履く）」

とした。自分と違う価値観、異質な存在の立場（目線）で想像する。自分の靴を脱い

で他のクラブ・部の活動される方々と想いを共感し合えるワイズの広がりを持ちた

い。例会はＺＯＯＭを活用していろんな人と課題共有できる拡大例会を開催したい。 

 

  東海クラブ橋爪会長 

   当クラブは４名のワイズが退会（逝去２名、高齢化退会２名）された。大きな支柱を

失ったショックは大きい。会長主題は「次代へ」次の世代へ繋ぐとした。例会時に読

み上げる５つの信条（故野村氏直筆）のテーマが次代である。想いを引き継いでクラ

ブの土台作りをしたい。 

 

  南山クラブ荒川会長 

   2022-2023年度を最後とすることを決定した。クラブ閉会とする。理由としてメンバ

ー数の減少、老齢化に伴いワイズ任務が果たせない。今年度は閉会準備とする。但し

発展的解散を目指して、ＹＭＣＡサービス、地域奉仕活動は続ける。その形態はＹＭ

ＣＡと相談中。ＩＢＣは中部のどこかで引き継いで欲しい。  

  

  グランパスクラブ阿部会長 

   今年度は日和田キャンプ場支援を中心に活動予定。クラブ 30周年でもあり「イギリ

スに行こう」を計画。案内は別途配信。関連して 8月第一例会で吉田一誠ワイズの

「イギリスへの想い」卓話を開催するので各クラブよりご参加されたい。 



 

  とやまクラブ小泉会長 

   清水直前会長から声が掛かり会長となった。自身ワイズ、ＹＭＣＡの情報が少ない中

でのスタートである。目標は新規会員増とノンドロップである。ＹＭＣＡにワイズを

理解されるようアピールしたい。例会では素晴らしいゲストスピーカーがあるので、

今後も充実していきたい。美しい富山の自然を持続するためＳＤＧｓに取り組みた

い。 

 

  松本次期部長 

   先の見えない時代である。今は先を見通して考えを述べることができないので、向か

ってくるものへの対処しかない。 

 

12．その他報告・連絡事項について 

(1) 中部ＨＰのクラブ紹介ページの更新について各会長に原稿依頼した。(荒川中部情報 

委員長) 

(2) 部報第１号原稿依頼した。7月末を目処に詳細は別途メールにてお知らせする。 

(3) その他 

 ① 2024 年の深谷理事期に名古屋で西日本区大会を開催する予定。その準備に入るので

名古屋地区中心となるがご協力お願いしたい、（服部実行委員） 

② 名古屋地区会長連絡会（名古屋ＹＭＣＡサポートする４クラブ）を開催するので各会 

長参加されたい。（服部事務局） 

③ 平野次期西日本区事務局長からの質問事項 

  ア．Ｑ：区（事業主任含む）から各クラブへの配信は部書記を通せばよいか。 

 Ａ：中部書記を通して配信願います。（荒川書記） 

イ．Ｑ：各クラブのＺＯＯＭ等オンライン現況について。 

Ａ：ＺＯＯＭ例会可のクラブは、名古屋、グランパスであるが、個人的にＺＯＯ   

       Ｍ可能なメンバーは多数いるので、クラブ訪問はＷＥＢ環境あればＺＯＯＭ

例会しないクラブでも可能。 

④  今期経費の内、部長活動費は部長訪問等で金沢から名古屋への交通費は経費が多く  

必要となるのでご了解願いたい。（山内部長） 

        各クラブより：クラブ訪問は遠距離移動・経費を考慮してＺＯＯＭでも良いと思う。 

⑤  名古屋ＹＭＣＡ120周年記念誌が完成したので配布します。（橋爪記念誌委員長） 

⑥  金沢クラブ 75周年記念例会＆中部部会について山内部長が説明。多数のご参加をお  

待ちします。 75 周年チラシ（表） (ys-chubu.jp) 

 

13. 監事講評                        中部幹事 早川 政人 

14． 閉会の祈り                      中部会計 伊藤 仁信 

15． ＹＭＣＡの歌                      全員清聴 

16. 閉会点鐘                       中部部長 山内ミハル 

17. 閉 会 

 

以  上 

 

 添付書類 

   １．2022-2023第１回中部評議会参加者一覧表 

   ２．2022-2023 第１回中部評議会レジメ、議案書等      

 

 

https://www.ys-chubu.jp/main/22butyo/2022chububukai.pdf


2022-2023 中部第1回評議会 参加者一覧表

開催日時：2022年6月２５日(土） （オンラインＺＯＯＭ会議）

役　　職 氏名 クラブ 出欠 委任状 委任者 備考

1 部　　長 山内ミハル 金沢 〇

2 書　　記 荒川　恭次 グランパス 〇

3 会　　計 伊藤　仁信 金沢 〇

4 直前部長 渡辺　真悟 名古屋 〇

5 次期部長 松本　　勝 東海 〇

6 監　　事 早川　政人 グランパス 〇

7 直前監事 小林　滋記 南山 ＊＊＊ 兼務

8 事務局長 数澤　輝夫 金沢 〇

9 Ｙサ主査 小林　滋記 南山 〇

10 地域奉仕主査 平野　実郎 名古屋 〇

11 ＥＭＣ主査 服部　庄三 グランパス 〇

12 交流主査 山田　英次 東海 〇

13 金沢クラブ会長 幸正　一誠 金沢 〇

14 名古屋クラブ会長 戸田　真二 名古屋 〇

15 東海クラブ会長 橋爪　良和 東海 〇

16 南山クラブ会長 荒川　文門 南山 〇

17 グランパス会長 阿部　一雄 グランパス 〇

18 とやまクラブ会長 小泉　宗政 とやま 〇

19 ワイズ起し委員長 柴田洋治郎 東海 欠

20 理事支援基金委員長 早川　政人 グランパス ＊＊＊ 兼務

21 情報委員長 荒川　恭次 グランパス ＊＊＊ 兼務

参加者合計 19

深谷　　聡 名古屋 〇 ＊＊＊ 次期理事

清水　　淳 とやま 〇 ＊＊＊ Ｙサ主任

川本　龍資 名古屋 〇 ＊＊＊ 直前書記
ゲスト・陪席



 
 

2022－2023 第１回中部評議会（ONLINE） 
                           

                         2022年 6月 25日（土）14:30～ 

                        各自宅等にてＺＯＯＭ会議 

 

                          進行 中部書記 荒川恭次  

 

１．開会宣言・点鐘                   中部部長 山内ミハル  

２．ワイズソング                       

３．部旗引継ぎ式                     直前部長 渡辺真悟 

４．開会の祈り                                中部事務局長 數澤輝夫               

５．開会挨拶                         中部部長 山内ミハル 

６．来賓挨拶                   次期西日本区理事 深谷 聡 

                           Ｙサ事業主任 清水 淳 

 

７．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  名 委任状提出 名 合計  名により成立。 

※（中部部則第９条 5項）部評議会は全構成員の２／３の出席をもって成立する 

※本来評議会員１９名であるが、役職兼務者２名のため議決権者１７名とする。 

 

８．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 

９．議長挨拶                         中部部長 山内ミハル 

 

10.議案・協議 

【第１号議案】2022～2023年度部長方針および事業計画(案) 

【第２号議案】2022～2023年度会計予算について 

【第１号協議】2024～2025年度以降の中部部長選出・ホストクラブについて                    

  

11. 事業主査・各クラブ会長年度方針          各事業主査・クラブ会長 

 

12. その他報告・連絡事項  

(1) 中部ＨＰクラブ紹介ページの更新について（お願い）  

(2) 部報第一号原稿のお願い（提出期限 7月末）  

(3) その他                  

 

13. 監事講評                       中部監事 早川政人 

14. 閉会の祈り                                         中部会計 伊藤仁信         

15. ＹＭＣＡの歌                       

16. 閉会点鐘                          中部部長 山内ミハル 

17. 閉   会 



 2022年 6月 25日 

2022－2023年度 第１回評議会  

議長 中部部長 山内ミハル 殿 

 

提案者 役職名 中部部長          

氏 名 山内ミハル      

中部評議会 議案 提出書 

【第 １ 号議案】 

議案名 

     ２０２２－２０２３年度 中部部長方針・活動計画（案）について 

議案内容 

  

 

活動計画、部行事予定等は別紙「2022-2023部長方針・活動計画」をご参照願います 

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  

①  年度事業計画 

  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：２０２２年 ６月２５日 会場：ＺＯＯＭ 

 



 

 

部会＆75 周年サイト https://www.ys-chubu.jp/main/22butyo/2022chububukai.pdf 

https://www.ys-chubu.jp/main/22butyo/2022chububukai.pdf


 2022年 6月 25日 

2022－2023年度 第１回評議会  

議長 中部部長 山内ミハル 殿 

 

提案者 役職名 中部会計          

氏 名 伊藤仁信      

中部評議会 議案 提出書 

【第 ２ 号議案】 

議案名 

     ２０２２－２０２３年度 中部会計予算（案）について 

議案内容 

   

   ２０２２－２０２３年度予算は、２０２１―２０２２年度決算承認後の引継ぎをもって 

   の算定とするため、予算承認は次回の評議会審議とする。 

   ただし、２０２２－２０２３年度部費、ワイズリノベーション基金については下記の通 

り従来通りとする。 

          部 費：３，０００円／１人 

       ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ基金：３，０００円／１人 

    

 

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  

①  年度事業計画および予算の決定   

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：２０２２年 ６月２５日 会場：ＺＯＯＭ 

 



2022年 6月 25日 
 

 

2022－2023 年度  第１回評議会 

議長中部部長 山内ミハル 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 １ 号協議】 
 

議案名 
 

         2024～2025年度以降の中部部長選出およびホストクラブについて 

議案内容 

 

 従来からの単独クラブの部長選出および中部部会の在り方を見直す。 
  

  例１：複数クラブホストによる部長・キャビネット選出 

     

提案理由 
 

これまでの流れでは、部長立候補が無い場合は下図のクラブ順でホストとなるが、クラブ

員の減少および高齢化等環境の変化で、将来は従来の方式（単独クラブホスト）では、部会

開催も危ぶまれる。 
 
2019-2020   2020-2021   2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025 

南    山 →     グランパス → 名古屋 →  金 沢 → 東 海  →（とやま） 

【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20 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：2022年 6 月25 日 会場：ＺＯＯＭ開催 

 



２０２１－２０２２年度から ２０２２－２０２３年度へ


