
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

平成16年度総会 2005/03/19 14:00～16:00 大妻女子大Ａ棟366教室にて

支部員435名 出席者16名 委任状210名 総数226名

式次第

・開会

・支部長挨拶

・議長選出

・議事

平成１６年度事業報告

平成１６年度収支報告

役員改選

平成１７年度事業計画案

平成１７年度予算案

その他

・議事録署名

・新支部長挨拶

・閉会



平成 17 年 3 月 19 日

平成 16 年度(特)日本茶インストラクター協会東京都支部総会議事録

１号議案

【東京都支部規約改正】

現行規約

第３条 本会は、次の資格を有する者をもって組織する。

①社団法人日本茶業中央会が認定し、特定非営利活動法人日本茶インストラクター

協会に登録された東京都内に在住・（特）日本茶インストラクター協会に届けた

活動拠点が東京の日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザー

②その他、本会が認めた日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザー

改正

第３条 本会は、次の資格を有する者をもって組織する。

①社団法人日本茶業中央会が認定し、特定非営利活動法人日本茶インストラクター

協会に登録した居住地が東京都在住の日本茶インストラクター、日本茶アドバイ

ザー及び正会員

現行規約

第５条 本会に次の役員及び監事を置く

①支部長 １名 ②副支部長 １０名以内 ③事務局 １名 ④日本茶アドバイ

ザー代表 １名 ⑤会計 １名 ⑥東日本ブロック担当 １名（ブロック長候

補のみ） ⑦監事 １名

２役員は、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会運営規程に基づき選任する。

３支部長及び他の役員（監事は除く）は役員の互選による。

４監事は、支部長が任命する。

５ブロック長候補推薦時は、支部役員の身分を役員の推薦を得て支部長が付託する。

６本会に顧問を置くことが出来る。顧問は総会の推薦を得て支部長が任命する。

改正

第５条 本会に次の役員及び監事を置く

①支部長 １名 ②副支部長 １名以上 ③事務局 １名以上 ④会計 １名以上

⑤監事 １名以上

２役員は、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会運営規程に基づき選任する。

３支部長及び他の役員（監事は除く）は役員の互選による。

４監事は、支部長が任命する。

５本会に顧問を置くことが出来る。顧問は総会の推薦を得て支部長が任命する。

現行規約

第 7条の５

東日本ブロック担当は、ブロック長候補として推薦され独立した職務を有する。

改正

項目削除



２号議案

【事業報告】(平成 16 年 2 月 1 日～平成 17 年 1 月 31 日)

『直轄事業(１１件)』

◇ 小金井公園でのショートセミナー (2 月 21～29 日)

◇ 小石川後楽園でのショートセミナー （2月 16 ・ 23 日）

◇ 亀戸老人福祉センターでのお茶教室 （2月 23 日）

◇ 東大和市狭山公民館でのお茶セミナー（3月 23 ・ 30 日）

◇ 東京都支部通常総会 (3 月 28 日)

◇ 宇治茶研修 (5 月 16 ・ 17 日)

◇ 旧芝離宮恩師庭園での玉露セミナー (11 月 3 ・ 6・ 7・ 13 ・ 14 日)

◇ 殿ヶ谷戸庭園での玉露セミナー （11 月 27 ・ 28 日 12 月 4 ・ 5 日）

◇ 東京都支部役員改選選挙 (10 月 29 日～12 月 3 日)

◇ 六義園でのセミナー始め （1 月 2 ・ 3 日）

◇ ２次試験直前講習会（1月 22 日）

『協賛事業（２件)』

◇ バリアフリー ツーリズムデーイベント (3 月 27 日)

三菱自動車主催

◇ 母の日キャンペーン(5 月 9日)

全国茶業連合青年団主催

『後援事業(１１件)』

◇ 愛茶の会【お茶栽培】 （2月 8日）

◇ 井戸端セミナー【プロに学ぶ話術】（2 月 22 日）

◇ おいしい日本茶を広める会【初めてのお茶のいれ方】（2 月 29 日）

◇ 静岡県茶品種普及協議会【展示会スタッフ】（3 月 6 ・ 7 日）

◇ 静岡県茶商工業協同組合【ホテルイベントスタッフ】（5 月 1 日）

◇ 東大島センター区民講座【６回コース講師】（5 月～7 月）

◇ 井戸端セミナー【和菓子】（6 月 26 日）

◇ 東日本ブロック２番茶製造研修会 （6 月 20 日）

◇ 西東京調理師学校【日本茶講座講師】（7月 11 ・ 25 日）

◇ 東大島センターまつり【お茶教室】（8 月 29 日）

◇ 静岡県茶商工業協同組合【ホテルイベントスタッフ】（11 月 23 日）

『認定事業（２件)』

◇ 日本茶インストラクター協会【スタッフ募集】（2月 25 日）

◇ 日本茶インストラクター協会【スタッフ募集】（11 月 16～23 日）

「参考資料：活動内容の分類分け基準」

①直轄活動（東京都支部が請け負い、また企画した活動）

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）

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）

④認定活動（都支部として協力はしないが、活動は認める）



３号議案

【収支決算】（１６年２月～１７年１月）

収入の部

事務連絡費 １，１４０，２７５円 （協会より）

事業収入 ４１０，５１１円 （直前講習会・公園セミナー）

他利息等 １４円

繰越金 ４４７，７５１円 (前期未払い代金含む）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合計 １，９９８，５５１円

支出の部

事業費 １，３２６，６１２円 （支部直轄事業・協賛事業）

役員連絡費 ９０，０００円 (前期分)

会議費 ５０，３８０円 （役員会・支部長会議旅費）

消耗品費 １４，８３８円 (茶器の補充)

備品費 ３０，０００円 (中古パソコン購入）

事務連絡費 ８６，１９５円 (往復はがき・切手)

ＨＰ維持費 ５０，０００円 （接続費も含む）

未払金(事業費) ７２，２９７円 （直前講習会資料茶代）

未払金(役員連絡費) ９０，０００円

繰越金 ８８，２２９円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合計 １，９９８，５５１円

＊事業費の内訳

セミナースタッフ代 ６４２，０００円

研修会 ３４５，９３０円

セミナー用資料茶代 ２０７，７４０円

講習会会場費 ７６，６５０円

講演者謝礼金 ３０，０００円

その他（用品・用具等） ２４，２９２円

以上の通りご報告いたします。

(特)日本茶インストラクター協会東京都支部長 今井久雄

平成１７年３月１３日に会計を監査いたしました。

監事 中野憲一



４号議案

【役員改選】

支部長 奥村静二(02-0311)さん

副支部長 小高和敏(01-0054)さん

々 村松敬晃(02-0332)さん

々 徳武英人(04-0839)さん

事務局 野平美紀(03-0611)さん

々 小林稚奈(05-1120)さん

会計 大澤常雄(01-0039)さん

監事 中野憲一(02-0325)さん

５号議案

【事業計画】

東京の日本茶インストラクター・アドバイザーの活動の主体性を尊重しながら、自主的・

自発的な活動がさらに活発になるよう、会員相互の親睦・協調・資質向上を図り、社会的

地位の確立を期すため、役員会・ホームページの運用・支援活動（直轄活動・協賛活動・

後援活動・認定活動）等の事業を行う。

今期は特に学校の総合学習へのアプローチを積極的に行う。

６号議案

【収支予算】

収入の部

事務連絡費 １，４３４，０００円 協会より(224×\5000 314×\1000)

事業収入 ４００，０００円 直前講習会・のぼり旗等

繰越金 ８８，２２９円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合計 １，９２２，２２９円

支出の部

事業費 １，３００，０００円 セミナー等

会議費 １５０，０００円 総会・役員会

消耗品費 ３０，０００円 茶道具補充等

事務連絡費 １００，０００円 往復はがき・印刷等

ＨＰ維持費 ２７０，０００円 接続費含む

事務費 ５０，０００円

予備費 ２２，２２９円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合計 １，９２２，２２９円

＊ 今年も支部会費は徴収しない。

７号議案

【その他】

顧問に友野秀一氏を推薦、承認を得る。

書名欄 竹内妃早代（０１－００７３）

島 美佐子（ア３－０９３５）


