
１．　開会　　　副支部長・こすだゆきこを司会に選出、承認後、開会宣言。

２．　支部長挨拶　　　繁田佳子

３．　議長選出　　　支部長・繁田佳子選出で承認

４．　総会開催成立確認

◆副支部長・君野玄一により報告があり、総会開催が成立することを確認

総会員数        323名 ／出席　　　　   30名

／委任出席　 293名

／委任しない     0名

／総数          323名

５．議事

【第１号議案】平成23年度事業報告（平成23年2月１日～平成24年1月31日）
◆事務局・石田公美により平成23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

協賛 2月8日～9日 足立区立弥生小学校 食育授業「日本茶教室」家族に感謝の気持ちを伝えよう

後援 2月13日 東京国際フォーラム 東京国際フォーラム「青空市場・百円茶屋」
後援 2月13日 品川区立心身障害者福祉会館 品川区視覚障害者協会「お茶教室」
協賛 2月15日 足立区立関原小学校 食育授業「日本茶教室」日本茶に触れてみよう
直轄 2月20日 六義園　心泉亭 六義園「早春の六義園～和を楽しむ」
認定 3月7日～8日 品川区立源氏前小学校 食育授業「おもてなし授業」（３回目/全３回）
協賛 3月10日 中央区立有馬小学校 食育授業「日本茶教室」
後援 4月23～24日 有楽町かごしま遊楽館 有楽町かごしま遊楽館「百円茶屋」
直轄 5月2日 人形町茶ノ木神社 茶ノ木神社献茶祭日本茶イベント
後援 5月7日 小平市仲町公民館 「日本茶を嗜む（全6回）」①新茶
後援 5月10日 品川区立源氏前小学校 食育授業「日本茶教室」
後援 5月21日 小平市仲町公民館 「日本茶を嗜む（全6回）」②茶種
直轄 5月24日 生涯学習センターばるーん 第一回「食育プロジェクト」スタッフ登録研修会 
後援 5月28日 小平市仲町公民館 「日本茶を嗜む（全6回）」③煎茶
後援 5月28日～29日 有楽町かごしま遊楽館 有楽町かごしま遊楽館「百円茶屋」
協賛 5月31日 「つばさ」羽田教室 食育授業「日本茶教室」
後援 6月4日 小平市仲町公民館 「日本茶を嗜む（全6回）」④玉露
協賛 6月7日 足立区立本木東小学校 食育授業「日本茶教室」
協賛 6月8日 杉並区立高井戸小学校 杉並区教育会研究会「家庭科部」食育授業
後援 6月11日 有楽町かごしま遊楽館 有楽町かごしま遊楽館「百円茶屋」
後援 6月11日 小平市仲町公民館 「日本茶を嗜む（全6回）」⑤抹茶
協賛 6月14日 中野区立北原小学校 食育授業「美味しいお茶の淹れ方教室」
協賛 6月17日 葛飾区立二上小学校 食育授業「日本茶教室」
後援 6月18日 小平市仲町公民館 「日本茶を嗜む（全6回）」⑥冷茶
協賛 6月19日 大妻女子大学千代田キャンパス 大妻女子大学オープンキャンパス日本茶コーナー
協賛 6月23～24日 練馬区立光和小学校 食育授業「美味しいお茶の淹れ方教室」
協賛 6月24日 国際交流センター　二の宮ハウス Japanese tea class(英語によるに日本茶講座）
後援 6月24日 品川区立延山小学校 食育授業「日本茶教室」
後援 7月9日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」
協賛 7月24日 大妻女子大学千代田キャンパス 大妻女子大学オープンキャンパス日本茶コーナー

（次葉へ）

　≪2012/03/17  13:00～14:30 東京茶業会館8Ｆホールにて≫

第10回「平成23年度総会」議事録　
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
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（前葉から）

活動種別 実施日 活動場所 イベント名

直轄 7月30日 生涯学習センターばるーん 鹿児島茶勉強会
協賛 8月7日 大妻女子大学千代田キャンパス 大妻女子大学オ－プンキャンパス日本茶コーナー
後援 8月20日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」
後援 9月10日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」
直轄 9月24日 生涯学習センターばるーん 外国人対応プロジェクト勉強会
後援 9月29～30日 晴海トリトンスクエア 鹿児島茶美味しい淹れ方セミナー
協賛 10月2日 大妻女子大学千代田キャンパス 大妻女子大学オープンキャンパス日本茶コーナー
後援 10月8日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」
直轄 10月10日 日本橋人形町商店街 日本橋人形町「てんてん祭」
協賛 10月14日 中野区立桃花小学校 食育授業「日本茶教室」
協賛 10月15、17、20日 足立区立綾瀬小学校 食育授業「日本茶教室」
協賛 10月17～18日 足立区立中川北小学校 食育授業「日本茶教室」
直轄 10月23、30日 六義園内　心泉亭 ｢六義園で日本文化に親しむ」日本茶講座
協賛 11月11～12日 足立区立東渕江小学校 食育授業「日本茶教室」
後援 11月19日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」
協賛 12月3日 江戸川区立第三松江小学校 食育授業「日本茶教室」
後援 12月10日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」
認定 12月11日 千代田区立富士見小学校 食育活動｢日本文化に触れる」
協賛 12月16日 中野区立桃園第二小学校 食育授業「日本茶教室」
協賛 12月22日 足立区立亀田小学校 食育授業「日本茶教室」
後援 1月15日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」
協賛 1月17日 渋谷区立富谷小学校 和風伝統クラブ「日本茶教室」
後援 １月19～22日 越谷イオンレイクタウン イオンレイクタウン「百円茶屋」
協賛 1月24日 杉並区立高井戸小学校 食育授業「日本茶教室」
直轄 1月28日 東京茶業会館８階ホール 日本茶インストラクター2次試験対策直前勉強会

　　＜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）
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【第２号議案】

収　入 ¥3,780,948
支　出 ¥3,780,948

収入の部 〔単位:円〕
金　額 摘　要

792,780
支部活動費 1,030,000 前期￥700.000　後期￥330.000

東日本ブロック関連 5件 ブロック事業　1件 63,818 茶ノ木神社献茶祭
ブロック助成金 30,000 六義園（2月）
　　　　　　　 　4件 20,000 食育プロジェクトスタッフ登録研修会

30,000 人形町てんてん祭
¥173,818 30,000 六義園（10月）

事業収入 13件 百円茶屋（青空市場） 90,000 鹿児島県茶業会議所
百円茶屋（かごしま遊楽館） 897,500 鹿児島県茶業会議所
百円茶屋（レイクタウン） 273,290 鹿児島県茶業会議所
鹿児島県特産品フェア 70,000 鹿児島県茶業会議所
人形町てんてん祭 30,000 三水会
六義園　2月 21,000 東京都公園協会
六義園　10月 42,000 東京都公園協会
つくば国際交流センター「日本茶講座」 47,422 科学技術国際交流センター
大妻オープンキャンパス 40,000 大妻女子大　大森正司先生
二次試験直前勉強会 224,000
食育プロジェクトスタッフ登録研修会 13,000
鹿児島茶勉強会 9,000

¥1,767,712 外国人対応プロジェクト勉強会 10,500
受取利息 178 三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行

¥3,678 役員活動費 3,500
未払金 12,960

3,780,948

支出の部
金　額 摘　要

支部長活動費 30,000
役員活動費 102,991
HP維持費 257,695 HPリニューアル含む
通信費 174,081 ＰＣネット接続料含む
振込・カード手数料 5,983
事務用品費 80,231 パソコン・デジカメ購入
道具整備費 39,875 茶器、支部備品

¥705,472 雑費 14,616
総会 54,440

¥184,703 役員会・会合 130,263 年間10回
事業費　13件 食育プロジェクト 209,783
　 外国人対応プロジェクト 75,772

百円茶屋（青空市場） 85,720
百円茶屋（かごしま遊楽館） 720,830
百円茶屋（レイクタウン） 270,236
鹿児島県特産品フェア 50,000
人形町てんてん祭 53,899
六義園　2月 62,540
六義園　10月 132,320
大妻オープンキャンパス 40,000
二次試験直前勉強会 254,718
茶ノ木神社献茶祭 63,818

¥2,039,287 鹿児島茶勉強会 19,651
次期繰越金 851,486 総会他次年度活動費入金までの準備金

3,780,948

未払金の内訳
金額 摘要

HP維持費 7,980 12月、1月分
通信費 4,980 1月分

12,960

以上の通りご報告致します。　　　　　　日本茶インストラクター協会
　 　東京都支部長　　繁田　佳子

　東京都支部会計　　森田　明
平成23年度会計監査報告
　平成24年2月9 日に会計を監査いたしました。　　　　　　　監査　小笠原　康博　

◆会計・森田明による平成23年度収支報告に引き続き、監事・小笠原康博より

　 監査報告後、承認された。

科　目

【平成２３年度収支報告書】　　 (自）　平成23年2月1日　　（至）　平成24年1月31日

科　目
前年度繰越金 

そ　の　他

合　計

平成23年度収支報告

合計

管　理　費

会議費　

合　計

科目
㈱ニフティ
BIC WiMAX SERVICE
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【第３号議案】

　平成２４年度事業計画（案）

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継続

・以下の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

　　百円茶屋開催についても継続して行う。

≪平成２４年度・事業予定≫

・2月11日　　かごしま遊楽館 「百円茶屋」　＜開催済み＞

・2月11日　　食育活動 「お茶を通じて日本文化を学ぼう」 月島社会教育会館＜開催済み＞

・2月12日　　品川区視覚障害者協会の「お茶セミナー」　＜開催済み＞

・2月13日　　食育授業「日本茶教室」 足立区立関原小学校　＜開催済み＞

・2月21日　　和風伝統クラブ「日本茶教室」 渋谷区立富谷小学校　＜開催済み＞

・2月23日　　食育授業「日本茶教室」 港区立東町小学校　＜開催済み＞

・2月29日～3月1日　食育授業「日本茶教室」 杉並区立桃井第四小学校　＜開催済み＞

・3月8日　　 食育授業「日本茶教室」　中央区立有馬小学校　＜開催済み＞

・4月20日　　鹿児島茶業会議所依頼　　百円茶屋　（毎月１回金曜日開催予定）　

・4月22日　　支部勉強会　「今すぐ役立つ作法」（仮）　斉藤さち子　（小笠原流礼法講師）

・4月27～30日 鹿児島茶業会議所依頼　百円茶屋　催事　イオン品川にて

・5月2日      茶ノ木神社　献茶祭

・6月        　食育プロジェクト・スタッフ登録説明会(予定)

・6月        　外国人対応プロジェクト・つくば国際交流センター「日本茶講座」（２回予定）

・9月        　食育プロジェクト・スタッフ登録説明会(予定)　　　

・10月10日  日本橋人形町　「てんてん祭」日本茶イベント

・10月        「秋の六義園、日本文化に親しむ」　日本茶講座（２回予定）

・Ｈ25/1月   二次試験直前勉強会

〈開催時期未定分〉

・食育授業（東京都茶脇同組合、その他よりの依頼、年間２０件以上の見込）

・外国人対応プロジェクト勉強会（詳細未定）

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いたします。

◆事務局・石田公美により提案。賛成・多数により承認された。
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平成24年度予算（案）

収入の部 〔単位:円〕

科　目 H23年　予算額 H23年　決算額 H24年　予算額 備　考

繰越金 792,780 792,780 851,486

支部活動費 1,000,000 1,030,000 1,150,000

助成金 200,000 173,818 0

事業収入 1,400,000 1,767,712 1,400,000

その他 3,678

未払金 12,960

合　計 3,392,780 3,780,948 3,401,486

支出の部 〔単位:円〕

科　目 H23年　予算額 H23年　決算額 H24年　予算額 備　考

未払金の支払 0 0 12,960

管理費 800,000 705,472 650,000

会議費 300,000 184,703 300,000

事業費 2,000,000 2,039,287 2,100,000

予備費 292,780             - 238,526

役員改選準備費             -             - 100,000

次期繰越金 　　　　　　- 851,486 　　　　　　-

合　計 3,392,780 3,780,948 3,401,486

※今年度も支部会費は徴収しない

【その他】

・担当役員　：　君野　玄一

◆主任チーフ・渥美佳子が外国人対応プロジェクトの活動を報告した。

【第４号議案】

①監事　及び　顧問

・監事　：　小笠原　康博　（01-0048）

・顧問　：　渥美　佳子　　（02-0317）　　

②食育プロジェクト　

・主任チーフ ：　江森　芳

③外国人対応プロジェクト

・主任チーフ ：　渥美　佳子

◆会計・森田明より提案。賛成多数により承認された。

◆支部長・繁田佳子により役員人事、及び、各プロジェクト人事報告、

・担当役員　：　石田　公美

　　（自）平成２４年２月１日　　　（至）平成２５年１月３１日

【平成24年度収支見積書】

　 HP上の記載変更項目を説明、 承認された。

◆主任チーフ・江森芳が食育プロジェクトの活動を報告した。

・チーフ　：　奥村　恵子、宮西　紀美子、鍋田　崇子、糠澤　翠、行徳　恭子
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④百円茶屋　　　　　　

◆支部長・繁田佳子が百円茶屋の活動を報告した。

⑤都支部基本方針の活動支援　及び　茶道具貸出の流れ　についての補足をHP上にて行う

６．　議事録署名

以　   　上

８．　閉会

・担当役員　：　岩崎　里香

・お茶にまつわる関連の展覧会やイベントなどの情報交換のためにHPを利用したらどうか。

　・竹内　妃早代　[01-0073]

７．　支部長挨拶　　　繁田佳子

支部長・繁田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≫・今井　久雄　　 [01-0026]

◆総会出席会員からの提案

[回答]前向きに考えていきたい。

・会員が作った冊子や書籍などを宣伝できないか。

[回答]役員会で検討する。
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