
  2019-2020 六甲部報 初号  

初めのご挨拶 

あらためまして六甲部

部長柏原佳子（芦屋ク

ラブ）です。六甲部報

の復活です。広報事業

委員会の皆様と連携し、

2019-2020 年度の六甲

部行事、会議などの議

事録を掲載し、六甲部

の皆さまと共に歩む記録として、部からの発信

を満載し、シーズンごとに年４回発行いたしま

す。 
皆様と共に航海を楽しみたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 
まず、初号です。 

[六甲部の主な行事] 
７月８日（月）ワイズ起こし運動委員会 
７月 27 日（土）六甲部 Y’サ委員の会 ＹＭＣ

Ａ16 時～18 時 
７月 29 日（月）ＥＭＣシンポジューム ＹＭ

ＣＡにて 18 時 30 分～20 時 30 分 
 

2019 年７月６日（土）ベーカリーテーブル岡

本（ドンク３Ｆ）13 時～20 時 
第 1 部 第１回評議会は、六甲部部長としての

最初のイベントです。 
メンバー・メネット・マゴメット・リーダー、

総勢 67 名が集まりました。 
評議会 61 名（メネット３名） 

 
 

 
 
 
懇親会 55 名  （ＳＴＥＰ石田大樹君・余島

ＯＮＥ ＣＡＭＰリーダー越生寛子さん メ

ネット５名） 
第２部“平和の祈り”の歌声と演奏を聴いてい

ただき、評議会の緊張から心が解放されたのは

私だけではなかったかと思います。 
後に評議会から参加くださったメネットさま

から「少し窮屈な想いがありましたが、部長か

ら紹介をされとてもホットしました」とのコメ

ントをいただきました。 
場所を変えたことは少し冒険でしたが、評議会

＆懇親会は一つのプログラムでありたいと考

えました。 

 
部長の公式ユニフォームは神戸タータンです。

神戸ベイシェラトン・ファッションマートのシ

ンボルチェックです。 
この１年、よろしくお願いいたします。 
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2019 年度六甲部第 1 回評議会記録 
日時：2019 年 7 月 6 日（土） 

13 時 00 分〜15 時 30 分       
場所：ベーカリーテーブル岡本 
司会：上野恭男六甲部書記 

1. 開会点鍾 
 柏原佳⼦六甲部部⻑より開会点鐘がなされた。 
 
2. ワイズソング⻫唱 
 
3. 開会祈祷 
 ⽔野雄⼆ポートクラブ会⻑より開会の祈祷がなされた。 
 
4. 開会挨拶 
 柏原佳⼦六甲部部⻑より開会に際して、挨拶がなされた。 
 
5. 来賓挨拶  

井上真⼆神⼾ＹＭＣＡ総主事より、神⼾ＹＭＣＡへの⽀援へのお礼と挨拶がなされた。 
 
6 .開会宣言（定足数の確認）  
 上野恭男六甲部書記より、本日は、ワイズ六甲部の会員数の 1/3 以上に値する 56 名が出席のため、本

評議会が成⽴したことが述べられた。                     以上 承認。 
 
7. 諸報告・承認 
 
（1）六甲部キャビネット紹介 
  柏原佳⼦六甲部部⻑より、2019〜2020 年度 六甲部キャビネットが紹介された。 
  
（2）事業主査・委員⻑紹介 
  柏原佳⼦六甲部部⻑より、各事業主査、委員⻑の紹介がなされた。 
  
（3）次期六甲部部⻑紹介 
  柏原佳⼦六甲部部⻑より、安⾏英⽂次期六甲部部⻑の紹介がなされた。  
 
（4）2018〜2019 年度部⻑活動報告 
  ⼤⽥厚三郎直前六甲部部⻑より、2018〜2019 年度部⻑活動報告がなされた。 
  
（5）2018〜2019 年度会計報告  
  加茂周治直前六甲部会計より、2018〜2019 年度六甲部の会計報告が⾏われ、以下の質問があった。 
  収⽀決算報告書にある評議会参加費について、懇親会は自由参加。評議会のみに参加の場合は、参加

費はなしであるため、表記としては懇親会費とすべきではないか。 
   →「懇親会参加費」として記載することとする。         （４）（５）を一括して承認。 
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（6）2018〜2019 年度監査報告  
 ⻑井慎吾直前六甲部監事が⽋席のため、浅野純一直前六甲部書記により、監査報告が⾏われた。 

以上 承認。 
 
（7）2019〜2020 年度部⻑⽅針・活動計画 
  柏原佳⼦六甲部部⻑より、2019〜2020 年度 部⻑⽅針・活動計画について、特に瀬⼾⼭陰部＆六

甲部部会＆メネトアワーに⼒を注ぐ。今期は、主査主体の活動を全⾯的に⽀援、応援する⽅針述べら
れた。 

           以上 承認。 
 
（8）2019〜2020 年度会計予算案 

2019〜2020 年度 ワイズメンズクラブ国際協会・⻄日本区 六甲部 予算案について、⽻太英樹六
甲部会計が⽋席のため、上野恭男六甲部書記により報告がなされ、以下のような意⾒があげられた。 

 ・2018〜2019 年度六甲部会では、キャロルの⼣べ、きらりと輝くアート展を六甲部で⽀えていくこ
ととして⽀援をしている。是非、2019〜2020 年度も継続して⽀援をしていただけないか。 

  ・YYY フォーラムについては、掲載されているが、他の記載はない。詳しくは実施後に掲載すること
になるだろう。キャロルの⼣べやきらりと輝くアート展についてもこれからの⽀援として可能だと
思われる。 

  ・一番の特徴は、予備費を多く予定しており、赤字の収⽀としているがこれは、前向きの予算書で   
あると判断する。今後、⽀援を必要とする場合は、活動計画書を起案して、六甲部で審査し、審査に
通れば⽀援をするという形ではどうか。 

  ・予備費 30 万円としているが、予備費を 20 万円に修正し、主査活動を 20 万円に修正とする。そし
て、主査が六甲部にあげて、審査して⽀援するか否かを決定すれば良い。地域⽀援活動は継続が⼤切
である。 

   ある一つ団体に⽀援が集中する可能性があるため、六甲部として⽀援するか否かの判断が難しい。   
   ただ、地域奉仕の側⾯からは非常に良い⽀援であると考えられるため、継続的に⽀援して⾏くこ   

ととする。予備費を 20 万円にし、主査活動費を 20 万円に修正する。 
   主査が六甲部内に上げて、審査して⽀援するか否かを決定することとする。  

以上 承認。 
 
（9）2019〜2020 年度事業⽅針・事業計画 

① ＹＭＣＡサービス・ユース事業 
  丹⽻和⼦主査が⽋席のため、⽔野雄⼆ポートクラブ会⻑より報告がなされた。 

  ・⼤野勉⻄日本区⾏政監事よりＹサ・ユース活動について説明、質問や意⾒交換会を予定。 
   7/27(土)16:00〜17:30 神⼾ＹＭＣＡ三宮会館 201 教室 
  ・YYY フォーラムの開催を企画していくが日時は未定。 

② 地域奉仕・環境事業 
  ⻘柳美智⼦主査より、地域奉仕・環境事業について報告。 
③ ＥＭＣ事業 
  進藤啓介主査より、EMC 事業について報告。 

  ・EMC シンポジウムを 7/29（月）に開催予定。 
④ 国際・交流事業 
  上杉 徹主査より、国際・交流事業について報告。 
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  ・8 クラブ合同納涼例会は、8/21（⽔）19 時よりミュンヘン⼤使館にて実施予定。 
⑤ メネット事業 
  藤井久⼦主査よりメネット事業について報告。 
⑥ 広報 
  美崎 晋委員⻑より広報について報告。                 以上 承認。 
 

8. 各クラブ会⻑⽅針・活動計画 
① 神⼾クラブ 
  尾上尚司会⻑より報告。 
② ⻄宮クラブ 
  ⼩野勅紘会⻑より報告。 
③ 神⼾⻄クラブ 
  岡⼭泰典会⻑より報告。 
④ 神⼾ポートクラブ 
  ⽔野雄⼆会⻑より報告。 
⑤ 宝塚クラブ 
  多胡葉⼦会⻑より報告。 
⑥ さんだクラブ 
  安⾏曉⼦会⻑より報告。 
⑦ 神⼾学園都市クラブ 

杉本隆⼈会⻑が⽋席のため、⽥辺征一直前会⻑より報告。 
⑧ 芦屋クラブ 

島⽥恒会⻑より報告。                        以上 承認。 
 
9.審議事項 
 
第１号議案 
 上野恭男六甲部書記よりの「ＹＭＣＡと共に」ノボリ新調の件について審議した。 
  ⻄日本区主体ではなく、六甲部が独自で必要数を調査し発注してはどうか。 
 （今回は、既に⻄日本区へ協議事項として柏原部⻑が提案を済ませている。）          

以上 決議。 
 
第 2 号議案 
 上杉徹六甲部国際・交流主査より、STEP 事業に対して六甲部から⽀援をする件。 

六甲部から⽀援⾦ 30,000 円を贈呈したい。            
  以上 決議。 

 
第 3 号議案 
 丹⽻和⼦六甲部Ｙサ事業主査が⽋席のため、⽔野雄⼆ポートクラブ会⻑が説明した。 

神⼾ＹＭＣＡユース委員会主催「エコをテーマとする YYY フェス」（仮称）を⽀援する件について、以
下のような意⾒が述べられた。 

 議案内容から、これは六甲部にというよりも、各クラブから⽀援⾦を集めることになるので、各クラ 
 ブに持ち帰り、検討するべき議案だと思われる。また、7 月 9 日にユース委員会による実⾏委員会が
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⾏われ、そこで内容等を決め、改めて井上総主事より六甲部への依頼がなされる予定である。 
 上記の提案から、⽔野雄⼆会⻑より、六甲部への依頼というよりも各クラブへの依頼となるため、今回

の議案は取り下げる。改めて各クラブに⽀援を要請するかどうか検討する。    
以上 決議。 

 
第 4 号議案 
 進藤啓介六甲部ＥＭＣ事業主査より、⻄日本区の指⽰による「ワイズ起こし運動特別委員会」設⽴の件
について、議案があげられ、議案書の通り設⽴することとなった。       

以上 決議。 
 
第 5 号議案 

⼩野勅紘⻄宮クラブ会⻑より、ワイズ将来構想特別委員会の六甲部実働委員会が設⽴された場合、そ
の役割の一つとして「会員増強」の分野における⼩委員会として、常設の新クラブ準備委員会を設置
する件について、議案があげられ議案書の通り設置することとなった。        

以上 決議。 
 
第 6 号議案 

⼩野勅紘⻄宮クラブ会⻑よりワイズメンズクラブ六甲部の HP のサーバ使⽤料は、六甲部会計に一元 
化して予算取りし、一括で神⼾ＹＭＣＡに毎年⽀払う件と、HP の継続・更新について議案があげら
れ、サーバ使⽤料については、六甲部会計より一括して⽀払うことにしたいとの提案があった。 

以上 決議。 
 
第 7 号議案 
 上野恭男六甲部書記より、六甲部規約内規改定の件について議案があげられ、以下に掲載した内規の

下線部分が改正され、追加された。 
 

 
六甲部役員活動費等の内規 

 
次の案件について六甲部費から当該⾦額を補助する。 
１）六甲部部⻑に関する費⽤ 

⻄日本区役員会登録費  
◇第 1 回役員会 （7 月） 17.000 円 （実費） 
◇第 2 回役員会 （11 月） 17.000 円 （実費） 
◇第 3 回役員会 （4 月）  17.000 円 （実費） 
◇次期役員研修会（10 月） 17.000 円 （実費） 

但し、第 4 回役員会（6 月）は⻄日本区⼤会と同時開催につき除外する 
２）次期六甲部部⻑に関する費⽤ 
⻄日本区役員会登録費 
◇次期役員研修会（10 月） 17.000 円 （実費） 
◇次期会⻑・主査研修会（3 月）   17.000 円 （実費） 
◇第 1 回準備役員会（4 月） 17.000 円 （実費） 

但し、第 2 回準備役員会は⻄日本区⼤会と同時開催につき除外する 
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３）次期六甲部部⻑キャビネットに関する費⽤ 
次期六甲部書記、次期六甲部会計の⻄日本区役員会登録費 

◇次期会⻑・主査研修会（3 月）   17.000 円×2（実費）×2 
４）7 事業主査 ５事業主査及び広報委員⻑活動費 

⾒積り⾦額 10,000 円×６名 = 60,000 円 
事業主査が企画、⽴案し、部⻑が承認した事業に関し補助を⾏う。⾒積もりを超えた場合は部⻑判断で
活動費の補助を⾏う。 

５）第 1 回部⻑訪問時の例会会費を、３名まで訪問クラブは負担する。 
６）⼊会式などに招請した役員の例会会費は、招請クラブが負担する。 
○運⽤のガイドライン 

⻄日本区より⽀給される六甲部部⻑活動費 40,000 円は六甲部会計に納⼊する。 
以上 決議。 

 
10. ＹＭＣＡの歌⻫唱 
 
11. 閉会点鍾 
 柏原佳⼦六甲部部⻑より、閉会点鐘が⾏われた。 
 

以上。 
 

記録：達 直樹 
 

 










