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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

第８回「平成21年度総会」議事録

≪2010/04/03 13:30～14:30 東京茶業会館8Ｆホールにて≫

１． 開会 副支部長・柳澤誠を司会に選出、承認後、開会宣言。

２． 支部長挨拶 渥美佳子

３． 議長選出 支部長・渥美佳子選出で承認

４． 総会開催成立確認

◆役員・鈴木靖久により報告があり、総会開催が成立することを確認

総会員数 301名 ／出席 ３０ 名

／支部長委任 ２６８ 名

／他委任 ３ 名

／総数 ３０１ 名

５．議 事

【第１号議案】 支部規約改正（案）
◆支部長・渥美佳子により支部規約改正を提案。賛成多数により可決。

【改正主旨】

現状に見合った記述に修正する。

≪１≫

［現行］

第１条 この会の名称を、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

（以下『本会』という。）と称し、事務局を港区東新橋２－８－５ に置く。

［改正案］

第１条 この会の名称を、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

（以下『本会』という。）と称し、事務局を東京都内に置く。

≪２≫

［現行］

第２条 本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、特定非営利活動法人日本茶インストラ

クター協会（以下『協会』という。）と連帯して、茶の文化の発展と会員の社会的

地位向上のために活動する。

［改正案］

第２条 本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、特定非営利活動法人日本茶インストラ

クター協会（以下『協会』という。）と連携して、日本茶文化の発展と会員の社会

的地位向上のために活動する。
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【第２号議案】

平成２１年度事業報告（平成21年2月1日～平成22年1月31日）

◆ 事務局・鍋田崇子により平成 21 年度事業報告があり、承認された。
活動種別 実施日 活動場所 イベント名

直轄 2月21日 東京茶業会館8階ホール 東京都支部総会

直轄 2月22日 六義園 早春の六義園「和を楽しむ」

協賛 3月2日～3日 品川区立源氏前小学校 小学校における食育授業（3回目/全3回）「おもてなし授業」

協賛 3月3日 中央区立有馬小学校 食育授業 「美味しい日本茶の淹れ方」

協賛 3月10日 葛飾区立二上小学校 食育授業 「美味しい日本茶の淹れ方」

協賛 3月20日 上野公園 上野茶会「着物で抹茶/及び煎茶」

直轄 3月20日～21日 東京ミッドタウン
東京ミッドタウン『Midtown Blossom 2009』週末開催イベント「日本茶bar&
茶歌舞伎体験」

直轄 3月28日 大妻女子大学 千代田さくらまつり「さくら茶フェスティバル2009in大妻」

協賛 4月23日・27日 品川区立源氏前小学校 小学校における食育授業（1回目/全3回）「茶摘・製茶体験授業」

協賛 4月23日 中野区立桃花小学校 食育授業 「美味しい日本茶の淹れ方」

直轄 4月26日 リガーレ日本橋人形町アネックス 第一回食育プロジェクト研修会（食育スタッフ登録説明会）

協賛 5月2日 日本橋・茶ノ木神社 茶ノ木神社献茶祭・日本茶講座

協賛 5月18日～19日 葛飾区立二上小学校 食育授業 「日本茶を学ぶ」

協賛 5月22日 町田市立南第一小学校 食育授業 「美味しい日本茶の淹れ方」

認定 5月31日～6月2日 有楽町朝日ホール 喫茶楽塾

直轄 6月2日 リガーレ日本橋人形町アネックス 第二回食育プロジェクト研修会 （食育スタッフ登録説明会）

協賛 7月2日 世田谷区立八幡山小学校 食育授業 「美味しい日本茶の淹れ方」

協賛 7月4日 中野区立桃花小学校 食育授業 「お抹茶体験」

後援 7月11日 千代田区社会福祉協議会 日本茶講習会 「基本の淹れ方と応用」

協賛 7月14日・15日 武蔵野市立大野田小学校 食育授業 「お茶の味を知り、家族と楽しむ」

協賛 8月19日 渋谷区立富谷小学校 サマースクール 「日本茶教室 マイペットボトルを作ろう」

直轄 8月23日 日本橋人形町茶ノ木会館 「茶ノ木神社」夏休み・親子茶染め体験

協賛 9月10日 足立区立関原小学校 食育授業 「農業における日本茶とその淹れ方」

協賛 9月15日
江戸川区小学校教育研究会家庭科部
会

小学生向け日本茶授業の模擬授業

協賛 10月6日 足立区立関原小学校 食育授業 「お茶で遊ぼう花鳥風月」

協賛 10月8日 品川区立源氏前小学校 小学校における食育授業（2回目/全3回）「美味しいお茶の淹れ方」

直轄 10月11日 日本橋人形町商店街 日本橋人形町「てんてん祭」 日本茶ミニセミナー

後援 10月11日 有楽町国際フォーラム 青空市場 鹿児島茶ブース 「百円茶屋」

協賛 10月13日 渋谷区立富谷小学校 食育授業 「家庭科クラブ・お茶を知ろう」

直轄 10月17～18日 浜離宮恩賜庭園 東京大茶会

後援 11月8日 有楽町国際フォーラム 青空市場 鹿児島茶ブース 「百円茶屋」

協賛 11月21日 葛飾区立二上小学校 食育授業 「お抹茶授業」

後援 11月28日 東大Lab-café 日本茶ナイト＠東大Lab-café(日本茶講座)

直轄 12月6日 東京茶業会館8階ホール 直前勉強会指導スタッフ養成研修会

後援 12月13日 千代田区立富士見小学校 千代田区立富士見小学校 食育授業

後援 12月20日 ベルサール秋葉原 青空市場 鹿児島茶ブース 「百円茶屋」

後援 1月23日～24日 越谷レイクタウン 越谷レイクタウン「百円茶屋」

認定 1月26日～28日 有楽町朝日ホール 喫茶楽塾

直轄 1月30日 東京茶業会館8階ホール 二次試験直前勉強会

＜活動種別＞

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）

リガーレ日本橋人形町アネックス
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【第３号議案】 平成２１年度収支報告
◆ 会計・近藤美枝による平成２１年度収支報告に引き続き、監事・江森芳

より監査報告後、承認された。

【平成２１年度 収支報告書】

収 入 \2 ,962 ,131
支 出 \2 ,962 ,131

収入の部 〔単位 :円 〕

金 額 摘 要

487,745

支部活動費 1,000 ,000 前期￥ 700.000 後期￥300.000

ブロック 7件 40,000 六義園

58,360 茶ノ木神社献茶祭

60,000 食育プロジェクト研修会 ２回分

40,000 親子茶染め講習会

40,000 人形町てんてん祭

40,000 東京大茶会

20,000 直前勉強会スタッフ養成研修会

協 会 3 件 120,000 東京ミッドタウン

50,000 さくらフェスティバル

\568,360 100 ,000 東京大茶会

事業収入 支部員対象 2件 親子茶染め講習会 11 ,500

8件 \33,500 直前勉強会指導者養成研修会 22 ,000

外部対象 六義園 21 ,000 東京都公園協会

さ くらフェステ ィバル 19 ,100

6件 人形町てんてん 祭 30 ,000

青空市場 390 ,000 鹿児島県茶業会議所
タ カシマ ヤハミング タイム 82 ,895

871 ,995 2次試験直前勉強会 329 ,000

受取利息 531 三井住友銀行

2,962 ,131

支出の部

金 額 摘 要

役員活動費 99,932

HP維持費 244,725 管理費￥ 240000 ウイルスバスター￥ 4725

通信費 133,620

振込 ・カード手数料 3 ,465

事務用品 113,835 パソコン更新費

道具整備費 98,176 茶器、キャリーケース、支部備品

\702,850 雑費 9,097

総会 34,568

\153 ,767 役員会 12 回 119,199

事 業 費 支部員対象 2件 食育プ ロジェクト研修会 88 ,108 ２回分
\143,226 直前勉強会指導者養成研修会 55 ,118

外部対象 六義園 63,466

\1 ,486 ,857 11件 食育 源氏前小 30,000

東京ミッドタウン 119,794
さ くら フェステ ィバ ル 44 ,653

茶ノ木神社献 茶祭 58 ,360

親子茶染め体験 51,287

人形町 てん てん 祭 67 ,867

東京大茶会 156,945

青空市場 338,000
タ カシマ ヤハミング タイム 82 ,595

\1 ,343 ,631 2次試験直前勉強会 330 ,664

次期繰越金 618,657 総会、役員改選、次年度活動費入金までの準備金

2 ,962 ,131合 計

13 件

\905 ,495

科 目

管 理 費

会 議 費 １3件

（自） 平成２１年２月１日 （至 ） 平成２２年１月３１日

合 計

科 目

前年度繰越金

助 成 金 10 件

そ の 他

以上のとおりご報告いたします。 日本茶インストラクター協会
東京都支部長 渥美 佳子

平成２２年２月１２日に会計を監査致しました。 監事 江森 芳
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【第４号議案】

平成２２年度事業計画（案）
◆ 事務局・阿部晃之により提案。賛成多数により承認された。

東京の日本茶インストラクター・アドバイザー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。

・支部活動チーフ制度の導入。

・下記プロジェクトを継続し、内容の充実を図る。

①食育プロジェクト

②外国人対応プロジェクト

【第５号議案】

平成２２年度予算（案）
◆ 会計・近藤美枝より提案。賛成多数により承認された。

【平成２２年度 収支報告書】

収 入 の 部 〔単位 :円〕

科 目 H２1年 予算 額 H21年 決 算 額 H２2年 予 算額 備 考

繰 越金 487 ,745 487 ,745 618 ,657

支 部活 動費 1,000 ,000 1 ,000 ,000 1 ,000 ,000

助 成金 568 ,360

事 業収 入 300 ,000 905 ,495 1 ,200 ,000

そ の他 531

合 計 1,787 ,745 2 ,962 ,131 2 ,818 ,657

支 出 の 部 〔単位 :円〕

科 目 H２1年 予算 額 H21年 決 算 額 H２2年 予 算額 備 考

未 払金 の支 払 0 0 0

管 理費 480 ,000 702 ,850 700 ,000

会 議費 300 ,000 153 ,767 300 ,000

事 業費 920 ,000 1 ,486 ,857 1 ,500 ,000

予 備費 87 ,745 0 168 ,657

役 員改 選準 備費 - 0 150 ,000

次 期繰 越金 - 618 ,657 -

合 計 1,787 ,745 2 ,962 ,131 2 ,818 ,657

（自 ） 平 成 ２２年 ２月 １日 （至 ） 平成 ２３年 １月３１日

* 今年度も支部会費は徴収しない
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【その他】

◆ 支部長・渥美佳子により役員人事報告、及び、各プロジェクト人事を

提案。承認された。

６． 議事録署名

支部長・渥美佳子から本総会議事の署名人選出を提案し、承認。
→下記署名人から議事録へ署名、捺印受領

≪署名人≫・竹内妃早代[01－0073]
・奥村恵子 [04－0822]

７． 支部長挨拶 渥美佳子

８． 閉 会

① 役員今野リサ転出に伴い、次点の大沢常雄が役員に就任

②食育プロジェクト

・担当役員：阿部晃之

・主任チーフ：江森芳

・チーフ：奥村恵子、宮西紀美子、繁田佳子

③外国人対応プロジェクト

・担当役員：鈴木靖久、山本渉

・主任チーフ：渥美佳子

④青空市場・百円茶屋

・担当役員：鍋田崇子

・主任チーフ：國枝晴美
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・2月4日5日 品川区立源氏前小学校食育授業（3回目/全3回）

・2月21日 「早春の六義園 和を楽しむ」 日本茶講座

・2月24日 外国人対象日本茶セミナー

・3月27日 大妻女子大学千代田さくらまつり「さくら茶フェステェバル」

・4月3日 東京都支部総会（於：東京茶業会館８階ホール）

・4月3日 第一回食育プロジェクト報告会（兼・新規スタッフ登録説明会）

・4月3日 外国人対応プロジェクト報告会（兼・新規スタッフ登録説明会）

・5月2日 茶ノ木神社 献茶祭

・5月頃（平日） 第二回食育プロジェクト登録説明会（日程未定）

・6月4日～5日 鹿児島茶産地見学研修旅行

・夏休み 子供向けセミナー （茶染め体験など）

・10月 人形町 てんてん祭

・10月 東京大茶会（現在、東京都が検討中、開催の有無は未定）

・Ｈ23/1月 二次試験直前勉強会

・毎月第二日曜日(8月除く） 青空市場 鹿児島茶ブース 百円茶屋（東京国際フォーラム）

以下、開催時期未定分

・ 食育授業（東京都茶共同組合、その他よりの依頼、年間２０件以上の見込）

・ 外国人対象日本茶セミナー（１～2回）

～～本年度は、《次期東京都支部役員選挙》がございます。～～

皆様のご理解とご協力を宜しくお願いします。

参考資料：H２２年度・事業予定


