
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 次　　　第

１．開　会 役員多田加奈子を司会に選出、開会宣言

２．支部長挨拶 渥美佳子

３．総会成立確認 事務局有川貴三より報告があり、総会設立を確認

／出席 56 名
／委任出席  360 名
／総数 416 名

(1)     第１号議案　平成３０年度 事業報告

(2)     第２号議案　平成３０年度 活動計算書報告

                    (3)  　 第３号議案　東京都支部支援システム改定案

(4)     第４号議案  役員改選 ⇒新支部長・桑原葉子に議長交代

(5)     第５号議案　2019年度事業計画

(6)     第６号議案　2019年度予算案

(7)     その他

６．議事録署名 ⇒出席者を代表し、下記署名人から議事録の署名・押印受領

村松敬晃（02-0332）

川田能成（19-4222）

７．支部長挨拶 新支部長・桑原葉子

８．閉　会

４．議長選出

５．議事

日本茶インストラクター会員総数 416名

支部長・渥美佳子を選出

      第17回平成30年度日本茶インストラクター協会東京都支部総会　
    〈平成31年3月16日（土）13時開会  於：東京茶業会館8階ホール〉

特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会 東京都支部総会資料
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【第１号議案】

平成30年度事業報告（平成30年2月1日～平成31年1月31日）
活動種別 実 施 日 活 動 場 所 イ ベ ン ト 名

協賛 2月1日・2日 世田谷区立玉川小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 2月10日 墨田区立墨田中学校 墨田地区青少年育成委員会日本茶講座

協賛 2月14日・15日 杉並区立桃井第四小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 2月22日 葛飾区立芝原小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 2月24日 パナソニックセンター東京前広場 東京マラソンファミリーラン・フレンドシップラン２０１８

協賛 3月1日 中央区立有馬小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 3月6日・7日 杉並区立高井戸小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 3月10日 杉並区立高井戸第三小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 3月10日 葛飾区立細田小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 3月17日 東京茶業会館８階ホール 東京都支部総会および友野秀一氏特別講演

後援 4月22日 清泉女子大学 清泉女子大学・かごしま「百円茶屋」

協賛 5月2日 茶ノ木神社 八十八夜「茶ノ木神社献茶祭」呈茶と日本茶ミニ講座

後援 5月14日 品川区立源氏前小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 5月18日 中央区立築地社会教育会館 食育プロジェクト登録研修会

後援 5月26日・27日 浅草まるごとにっぽん まるごとにっぽん・知覧茶新茶ＰＲ

直轄 6月2日 東京ウイメンズプラザ 外国人対応プロジェクト（初級）英語・中国語勉強会

協賛 6月7日・9日 葛飾区立中青戸小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月16日・19日 江戸川区立船堀小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 6月26日 品川区立延山小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月27日 板橋区立弥生小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 6月29日 江戸川区立鎌田小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 7月2日 江東区立深川第二中学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 7月6日 文京区立柳町小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 7月7日・8日 かごしま遊楽館前広場「ゴジラスクエア」 かごしま遊楽館「百円茶屋」

協賛 7月10日・12日 練馬区立光和小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 8月25日・26日 浅草まるごとにっぽん 北九州市×南九州市合同物産展

協賛 9月5日 東京都立武蔵台学園府中分教室「ひだまり学級」 食育授業「日本茶教室」

協賛 9月13日 渋谷区立富谷小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 9月13日 江東区立扇橋小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 9月16日 東京ウイメンズプラザ 外国人対応プロジェクトステップアップ〈中級Ⅰ）英語・中国語勉強会

協賛 9月18日 目黒区立緑ヶ丘小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 9月29日 かごしま遊楽館前広場「ゴジラスクエア」 南九州市「知覧茶キャンペーン」

協賛 10月7日 日本橋人形町通り 日本橋人形町「てんてん祭」日本茶ミニ講座および呈茶

協賛 10月23日 中野区立北原小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 10月27日・28日 六義園心泉亭 秋の六義園「日本茶文化講座」

後援 10月30日 江東区立南陽小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 11月9日・10日 葛飾区立幸田小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 11月10日・11日 かごしま遊楽館前広場「ゴジラスクエア」 かごしま遊楽館「百円茶屋」

協賛 11月20日 中野区立桃園二小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 11月23日 湯島聖堂 湯島聖堂　神農祭

後援 12月1日・2日 かごしま遊楽館前広場「ゴジラスクエア」 かごしま遊楽館「百円茶屋」

協賛 12月19日 東京プリンスホテル 「静岡市交流会ｉｎ東京２０１８」呈茶

直轄 1月19日 東京茶業会館８階ホール 日本茶インストラクター二次試験対策直前勉強会

協賛 1月22日 文京区立指ヶ谷小学校 食育授業「日本茶教室」

＜活動種別＞

活動  5  (7) ①直轄活動 （東京都支部が企画した活動）
活動25  (26) ②協賛活動 （企画者と東京都支部とで企画活動を行うもの）
活動14  (11) ③後援活動 （企画者の要請により都支部として可能なものを支援する）
活動  0  （0） ④認定活動 （都支部として協力はしないが、活動は認める）
活動44 （44)
（　）内は昨年実績

副支部長・市川昌輝より平成30年度事業報告があり、承認された。
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収　入 ¥3,143,766
支　出 ¥3,143,766

収入の部 〔単位:円〕
金　額 摘　要

239,781
支部活動費 支部活動費 1,070,000

¥1,134,700 活動助成金 64,700
事業費 東京ﾏﾗｿﾝ ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝ・ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾗﾝ 47,000 グローブエモーション

人形町てんてん祭日本茶セミナー 21,876 人形町商店街協同組合
六義園「日本茶文化講座」 64,800 東京都公園協会
静岡市交流会in東京2018 60,000 静岡市
外国人対応プロジェクト勉強会（2回開催） 83,000 参加者負担収益
食育プロジェクトスタッフ登録研修会（1回開催） 19,000 参加者負担収益
二次試験直前勉強会 294,000 参加者負担収益
かごしま百円茶屋(全4回） 698,250 鹿児島県茶業会議所
知覧茶新茶PR/北九州市×南九州市合同物産展 374,000 南九州市
南九州市知覧茶キャンペーン 90,000 アドックスホクシン（南九州市)

¥1,769,280 食育プロジェクト 17,354 東京都茶協同組合
その他 受取利息 5 三菱UFJ銀行

¥5
3,143,766

支出の部
金　額 摘　要

支部長活動費 30,000
役員活動費 108,000
HP維持費 163,032
通信費 241,252
振込・カード手数料 8,424
事務用品代 7,791

¥569,515 道具整備費 11,016
平成29年度総会 98,579 平成30年3月17日実施
平成30年度総会準備 52,080 平成31年3月16日実施予定　往復はがき代
役員会 100,652
その他会合 15,000 認定式参加、ブロック研修参加

¥271,631 会計監査 5,320
役員改選 ¥91,014 役員改選費用 91,014
事業費 東京ﾏﾗｿﾝ ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝ・ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾗﾝ 113,214
　 「茶ノ木神社献茶祭」日本茶ｾﾐﾅｰ・呈茶 43,288

「人形町てんてん祭」日本茶セミナー・呈茶 66,706
六義園「日本茶文化講座」 143,203
静岡市交流会in東京2018 57,249
二次試験直前勉強会 304,969
外国人対応プロジェクト勉強会（2回開催） 90,989
食育プロジェクト登録研修会 32,800
食育プロジェクト 84,454 チーフ手当、交通費等
かごしま百円茶屋(全4回） 592,250
知覧茶新茶PR /北九州市×南九州市合同物産展 313,120

¥1,917,322 南九州市知覧茶キャンペーン 75,080
年度末精算 0
次年度繰越金 294,284 総会他次年度活動費入金までの準備金

3,143,766

                 日本茶インストラクター協会
                  東京都支部長　   渥美 佳子
                  東京都支部会計　鈴木 望　

監事　森田明

合　計

科　目
管理費

【第２号議案】

平成30年度活動計算書
     （自）　平成30年2月1日　　（至）　平成31年1月31日

科　目
前年度繰越金 

会計・鈴木望による平成30年度活動計算書報告に続き、監事・森田明により監査報告後、承認された。

　平成31年3月7日に会計を監査いたしました。

会議費　

合　計

    以上の通りご報告いたします

平成30年度会計監査報告
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【第3号議案】
支部長・渥美佳子により提案。賛成多数により承認された。
≪東京都支部支援システム改定（案）≫
✩提案の主旨
活動区分をシンプルにわかりやすくし、支部活動及び個人活動の活性化を目指す。

『現行』
【東京都支部独自の支援システム(種類と範囲）】
１．東京都支部直轄活動
　　東京都支部が企画した活動
　　（２次試験対策直前勉強会など）
２．東京都支部協賛活動
　　企画者と東京都支部とで企画活動を行うもの
　　（食育～小学校の日本茶教室など）
３．東京都支部後援活動
　　企画者の要請により都支部として可能なものを支援する
　　（百円茶屋、食育講座、その他の日本茶セミナーなど）
　　[HPに告知掲載・TCN配信・活動報告書の提出及び経費報告の義務・
　　「茶論」活動報告に掲載・支部HP活動アルバム掲載]　　　　　
４．東京都支部認定活動
　　都支部として協力はしないが、活動は認める
　　[HPに告知掲載・TCN配信なし・活動報告書提出及び経費報告の義務なし・
　　　　　　　　　　　　「茶論」掲載なし・支部HP活動アルバム掲載なし]
＊１、２、３については企画書等の提出を必要とする
　また、いずれの活動も支援の有無については都支部役員会にて決定する

『改定案』
【東京都支部支援の基本方針】
1. 東京都支部活動
　東京都支部が企画または運営に関わるもの　
　・HPに告知掲載　・TCN配信　・活動報告書の提出及び経費報告
　・「茶論」活動報告に掲載　・支部HP活動アルバム掲載
2. 個人活動
　「東京都支部活動」以外、会員個人の企画または会員個人で請け負ったもの
　・ＨＰ掲載は会員自身が掲示板を利用することができる。
　・ＴＣＮ配信は原則的に行わない
　　但し、主催会員の申請により配信依頼をすることができる。＊1
　 その際は企画書と活動報告書提出及び経費報告の義務を負うものとする。
　・「活動ｱﾙﾊﾞﾑ」「茶論」活動報告掲載なし
＊1 いずれの活動も支援の有無については都支部役員会にて決定する。
＊2 茶道具貸出は「東京都支部活動」「個人活動」を問わない。(道具貸出規約に準ずる)

【参考】
●現行の後援活動と認定活動の支援内容
　　　　　　 HP告知 　TCN配信  活動報告　 経費報告 活動ｱﾙﾊﾞﾑ　 茶論掲載 　　HP掲示板　　道具貸出
直轄活動　　 有 　　　　　有 　　　　有 　　　　　有　　　　　 有 　　　　　　　有　　　　　 　－　　　　　　　　可
協賛活動　   有 　　　　　有 　　　　有 　　　　　有　　　　　 有 　　　　　　　有　　　　　 　－　　　　　　　　可
後援活動 　　有 　　　　　有 　　　　有 　　　　　有　　　　　 有 　　　　　　　有　　　　　 　－　　　　　　　  可
認定活動 　　無 　　　　　無 　　　　無 　　　　　無 　　　　　無 　　　　　　　無 　　　　　　可　                可

●改定案
　　　　　　 HP告知 　TCN配信  活動報告　 経費報告 活動ｱﾙﾊﾞﾑ　 茶論掲載 　　HP掲示板　　道具貸出
支部活動 　　有 　　　　　有 　　　　有 　　　　　有　　　　　 有 　　　　　　　有　　　　　　 －　　　　　　　　可
個人活動 　　無 　　　　　無＊1 　　無＊1　　　無＊1 　　  無 　　　　　　　無 　　　　　　可　　　　　　　　可
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【第４号議案】

  役員改選
　　　　支部長  　　　   　桑原 葉子
　　　　副支部長   　　 山本 恵裕　　［百円茶屋担当］
　　　　事務局　      石田 公美
　　　　会　　計　    鈴木 望
　　　　役　　員　　　 小高 和敏　　[貸出道具担当]
　　　　　　〃　　　　 多田 加奈子 [茶論担当]
　　　　　　〃　　　　 糸永 知子　　[外国人対応プロジェクト/貸出道具担当]
　　　　　　〃　　　　 齋藤 昌子　　[百円茶屋担当]
　　　　　　〃　　　　 川口 定男　　[外国人対応プロジェクト担当]
　　　　　　〃　　　　 桑原 陽子　　［食育プロジェクト担当］

【第５号議案】

【第６号議案】

（自）2019年2月1日　　　（至）2020年1月31日

収入の部 〔単位:円〕

科　目 2018年　予算額 2018年決算額 2019年　予算額 備　考

繰越金 239,781 239,781 294,284

支部活動費 1,070,000 1,070,000 1,070,000

支部活動助成金 150,000 64,700 250,000

事業収入 1,700,000 1,769,280 1,780,000

受取利息 5

合　計 3,159,781 3,143,766 3,394,284

支出の部 〔単位:円〕

科　目 2018年　予算額 2018年決算額 2019年　予算額 備　考
管理費 600,000 569,515 600,000
会議費 300,000 271,631 300,000
事業費 1,920,000 1,917,322 2,200,000
役員改選費 100,000 91,014
その他費用
年度末精算 0
予備費 239,781 294,284
次期繰越金 294,284

合　計 3,159,781 3,143,766 3,394,284

会計・鈴木望より提案。賛成多数により承認された。

2019年度事業計画（案）

日本茶の正しい理解と普及の為に、自主的に考え、活動する会員を支援する

《活動の指針》
①東京都支部のシステムや活動について、分かり易く伝える。
②会員相互の親睦を図り、支部活動に参加しやすい環境を作る。
③会員の声を聴き、都支部運営にいかしてゆく。
④会員の資質向上を目指す。
⑤「東京2020」という貴重な機会にあたり、会員が活躍できるきっかけを作るよう努める。

《具体的活動》
・東京都支部が継続的に行うプロジェクト（食育・外国人対応）を継続し内容の充実を図る。
・「百円茶屋」開催への協力を継続する。
・その他、外部団体からの依頼について検討し、協力する。

2019年度予算（案）

　　　　選挙管理委員長・森田明により役員改選報告があり、満場一致で承認された。

新副支部長・山本恵裕により提案。賛成多数により承認された。

－５－



【その他】
◆支部長・桑原葉子により、監事を任命、承認された。
　　　　監事　：　小林稚奈　（05-1120）

◆支部長桑原葉子により各担当を報告。各担当者より発表があり、承認された。
【食育プロジェクト】　
　　担当役員　：　桑原陽子　
　　チーフ ：江森芳、繁田佳子、石田公美、志村和美、多田加奈子、森田かずみ
　　・担当役員桑原陽子より食育・基礎研修についての発表があった。
　　・チーフとりまとめ役、旧・多田加奈子、新・志村和美より挨拶があった。　　　　　　　

【外国人対応プロジェクト】
　　担当役員　：　糸永知子、川口定男
　　チーフ ： 英語・仏語担当　椿谷 美津子　/ 英語・イタリア語担当　宮口 香保里
　　　　　　　 中国語担当　　　 中里 真理子
　・担当役員川口定男、糸永知子が外国人対応プロジェクトの活動を報告し、
　　新年度も、英語・中国語を中心とした勉強会開催を予定していることを発表した。

【かごしま百円茶屋】
　　担当役員　：　山本恵裕、齋藤昌子
　・担当役員山本恵裕、齋藤昌子が百円茶屋の新年度予定告知と参加協力依頼をした。

【貸出道具】
　　担当役員　： 小高 和敏　　糸永知子　
　・担当役員糸永知子より「貸出道具利用時は茶器の洗浄・梱包を適切に実施する。」
　　　という協力を呼びかけた。

　【事務局】
　　事務局　： 石田公美
　　・新事務局 石田公美より挨拶があった。

　【茶論】
　　担当役員 ： 多田加奈子
　　・担当役員・多田加奈子より、挨拶があった。下記の報告があった。
　　　「「茶論」の東京都支部活動報告蘭には、都支部会員の活動を詳細に伝え　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　会員の励みとなるよう参加者全員の名前を記載することを心がけている。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

****************************************************************

【質疑応答・意見】
＊【第一号議案】について、13-3134椿谷美津子会員より質問があった。
・平成30年度に新設されたオリンピックパラリンピック対応窓口について
　「どのような活動を行ったか」との質問があった
⇒外部団体からの依頼や会員からの対応要請がなかった為、実際の活動はなかった。

＊【第三号議案】について、19-4265村山賢誌会員より質問、意見があった。
・「個人活動の支援について基準を設定・公表してほしい」　　　　
⇒NPO法人という組織体である以上、営利、非営利ということが目安の一つになる。
それ以上のことは、その都度検討する。
・「改正による個人活動の広報への影響があるのではないか」
⇒個人活動の周知については、ＨＰ掲示板を活用してほしい。
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・2月4日～5日 食育授業「日本茶教室」杉並区立桃井第四小学校 ＜開催済＞
・2月15日～16日 食育授業「日本茶教室」葛飾区立上千葉小学校 ＜開催済＞
・2月22日 食育授業「日本茶教室」杉並区立井荻小学校 ＜開催済＞
・3月2日 「東京ﾏﾗｿﾝﾌｧﾐﾘｰﾗﾝﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾗﾝ2019」における呈茶　 ＜開催済＞
・3月7日 食育授業「日本茶教室」杉並区立高井戸第三小学校 ＜開催済＞
・3月14日～15日 食育授業「日本茶教室」杉並区立高井戸小学校 ＜開催済＞

・3月16日 東京都支部総会および講演会
・4月20日 かごしま百円茶屋 (ゴジラスクエア）
・4月21日 かごしま百円茶屋 （清泉女子大）
・5月2日 「茶ノ木神社献茶祭」における呈茶・日本茶ミニセミナー
・5月30日 食育・イベント基礎研修（仮称）(茶業会館8階ホール）
・6月頃（日程未定） 外国人対応プロジェクト勉強会（初心者向け）
・6月1日 食育・イベント基礎研修（仮称）(茶業会館8階ホール）
・6月1日～2日 南九州市・知覧茶キャンペーン（まるごとにっぽん）
・7月6日～7日 かごしま百円茶屋 (ゴジラスクエア）
・11月9日～10日 かごしま百円茶屋 (ゴジラスクエア）
2020年
・1月中旬 日本茶インストラクター二次試験　直前勉強会

〈開催が見込まれる事業〉
　不定期 食育授業（東京都茶協同組合、その他からの依頼、年間約20件）
　時期未定(検討中） 外国人対応プロジェクト・食育プロジェクト、各ステップアップ研修
　10月10日前後 人形町てんてん祭　日本茶ミニセミナーと呈茶
  10月下旬or11月初旬 六義園「日本茶文化講座」
　12月中旬 静岡市交流会in Tokyoにおける呈茶

〈協会・東日本ブロック関連行事予定〉
2019年
・3月31日 日本茶インストラクター20期認定式・交流会　於：ホテルラングウッド 
・日程未定 20期初任者研修
・9月20日～21日 アドバイザ－実技講習会（東京）　於：茶業会館８Ｆホール
・11月17日 日本茶インストラクター一次試験・日本茶アドバイザ－試験　
・11月29日～12月1日 日本茶アワード三次審査会・東京ティーパーティー　
・11月～2月 日本茶インストラクターリーダー試験
2020年
・2月予定 日本茶インストラクター二次試験
・3月予定 日本茶インストラクター21期認定式

参考資料：2019年度 事業予定

　 ************************************************************

　　　以上、議事の経過及び結果を明確にするため、本議事録を作成し
　　　会員代表二名が次に署名・押印する。

　　　平成31年（2019年）3月16日　日本茶インストラクター協会東京都支部
　

　　　　　　　　　　　　　　　認定番号　02-0332

　　　　　　　　　　　　　　　村松 敬晃　㊞
　　　　　　　　　　　       認定番号　19-4222

　　　　　　　　　　　　　　　川田 能成  ㊞
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