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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総会資料

    第14回平成27年度日本茶インストラクター協会東京都支部総会　
　〈平成28年3月19日（土）　13時開会  於：東京茶業会館8階ホール〉

式　次　第
１．開　会　　　　　　　副支部長・森田明を司会に選出、開会宣言

２．支部長挨拶　　　 渥美佳子

３．総会成立確認　　事務局・高津真より報告があり、総会成立を確認

総会員数 　　　390名 ／出席 48 名
／委任出席 342 名
／委任しない 名
／総数 390 名

　　　　　　　　　４．議長選出    　　　 支部長・渥美佳子を選出

５．議事

(1)     第１号議案　平成２７年度 事業報告

(2)     第２号議案　平成２7年度 活動計算書報告

(3)  　第３号議案　平成２８年度 事業計画（案）

(4)     第４号議案　平成２８年度 予算（案）

(5)     その他

６．議事録署名
　　　　　　　　　　　　　議長・渥美佳子から本総会議事録の署名人選出を提案し、承認
　　　　　　　　　　　　　⇒下記署名人から議事録への署名・捺印受領
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　«署名»　今井　久雄　 （01-0026）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小笠原　康博（01-0048)

７．支部長挨拶

８．閉　会
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【第１号議案】
平成27年度事業報告（平成27年2月1日～平成28年1月31日）
◆副支部長・椿谷美津子より平成27年度事業報告があり、賛成多数により承認された。

活動種別 実施日 活動場所 イベント名

協賛 2月2日～3日 世田谷区立玉川小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 2月7日 東京茶業会館8階ホール 茶歌舞伎の会

協賛 2月17日～18日 世田谷区立瀬田小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 2月19日 中央区立月島第一小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 2月21日 東京ビッグサイト
「東京マラソン インターナショナルフレンドシップラン2015」
において呈茶

協賛 2月22日 リガーレ日本橋人形町広場・茶ノ木神社前「東京大マラソン祭り2015」呈茶

協賛 2月24日、27日 杉並区立桃井第四小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 3月1日 グランダ上野毛 上野毛ホーム「日本茶講座」

協賛 3月12日 中央区立有馬小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 3月15日 都内旧跡、名所
都内の茶に関する旧跡・名所を巡る町歩き
　　　　　　　　　　　　　    ～もう一つの茶ノ木神社～

直轄 3月21日 東京ウイメンズプラザ 東京都支部総会および桑原秀樹氏講演会

協賛 3月30日 農水省三番町共用会議室 屋外庭園 農林水産省「観桜会」呈茶

直轄 4月12日 東京ウィメンズプラザ 「外国人対応プロジェクト」〈初心者対象〉英語勉強会

後援 4月18日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」

後援 4月19日 清泉女子大学 清泉女子大学「百円茶屋」

協賛 4月23日 筑波大学付属中学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 4月24日 中央区立築地社会教育会館 「食育プロジェクト」スタッフ登録研修会

直轄 5月2日 茶ノ木神社境内 「八十八夜」茶ノ木神社献茶祭

後援 5月11日 品川区立源氏前小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 5月15日～16日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」

協賛 5月21日 墨田区立業平小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 5月26日 墨田区立隅田小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月2日 墨田区立両国小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月4日 江戸川区立船掘小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月9日 青梅市立河辺小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 6月12日～13日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」

協賛 6月18日～19日 練馬区立光和小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月20日 墨田区立両国中学校 食育授業「日本茶教室」

後援 6月20日 品川区立延山小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月20日～21日 墨田区総合体育館 「第10回食育推進全国大会inすみだ」ブース出展

協賛 7月6日 江戸川区立平井東小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 7月9日 練馬区立開進第三小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 7月12日 東京ウィメンズプラザ 「外国人対応プロジェクト」第２回英語勉強会

協賛 7月13日 武蔵野市立井之頭小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 7月15日 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」

後援 7月15日 江戸川区立西小岩小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 7月16日 中野区立北原小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 7月17日 二の宮ハウス つくば外国人対象日本茶講座

協賛 9月8日 葛飾区立二上小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 9月26日 東京ウィメンズプラザ 「外国人対応プロジェクト」ステップアップ英語研修会

後援 10月2日 静岡県農林技術研究所茶業研究センター 静岡県茶業研究センター見学会

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」

後援 10月16日～17日 川崎アゼリア 川崎アゼリア「百円茶屋」

協賛 10月25日 墨田区立錦糸小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 11月1日～3日 六義園内　心泉亭 六義園「日本茶文化講座」

協賛 11月5日～6日 杉並区立八成小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 11月6日～7日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」

協賛 11月14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16日 日本都市センター会館 「静岡市交流会in東京」にて呈茶

直轄 1月16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

協賛 1月26日 渋谷区立富谷小学校 和風伝統クラブ「日本茶教室」

協賛 1月28日～29日 杉並区立高井戸小学校 食育授業「日本茶教室」

<活動数> ＜活動種別＞
10 ①直轄活動 （東京都支部が請け負い、また企画した活動）
31 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）
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）
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）
52
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【第２号議案】
◆会計・岩田裕による平成28年度活動計算書報告に続き、監事・古川貴則より監査報告後、承認された。

平成27年度活動計算書　　

（自）　平成27年2月1日　　（至）　平成28年1月31日

収　入 ¥3,410,221

支　出 ¥3,410,221
収入の部 〔単位:円〕

科　目 金　額 摘　要
前年度繰越金 463,922

支部活動費 支部活動費 1,070,000
¥1,272,000 活動助成金 202,000

事業費 茶歌舞伎の会 34,500 参加者負担収益
東京マラソンフレンドシップラン 35,000 ㈱コナン
東京大マラソン祭・茶ノ木神社呈茶 20,000 茶業中央会
上野毛ホーム日本茶セミナー 30,000 ㈱ベネッセスタイルケア
つくば外国人対象日本茶講座 37,160 公益社団法人科学技術国際交流センター
人形町てんてん祭日本茶セミナー 17,129 人形町商店街三水会
六義園「日本茶講座」 64,800 東京都公園協会
静岡市交流会 100,000 静岡市(前期・今期分）
外国人対応プロジェクト勉強会 63,000 参加者負担収益（3回開催）
二次試験直前勉強会 273,000 参加者負担収益 39名×＠7000円
百円茶屋 990,625 鹿児島県茶業会議所（全6回）

¥1,674,214 食育プロジェクトスタッフ登録研修会 9,000 参加者負担収益（1回開催）
そ　の　他 受取利息 85 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行

¥85 
合　計 3,410,221

支出の部
科　目 金　額 摘　要

管　理　費 支部長活動費 30,000
役員活動費 108,440
HP維持費 118,698
通信費 183,592
振込・カード手数料 864
事務用品費 25,071
道具整備費 14,886

¥484,183 雑費 2,632
会議費　 H26年度総会 70,180 平成27年3月21日実施

H27年度総会準備 93,333 平成28年3月19日実施予定
役員会 109,210 役員引継含め全８回実施

¥301,073 その他会合 28,350 役員・スタッフ意見交換会
事業費 茶歌舞伎の会 154,910

東京マラソンフレンドシップラン 95,397
　 東京大マラソン祭・茶ノ木神社呈茶 20,000

上野毛ホーム日本茶セミナー 27,527
農水省「観桜会」呈茶 20,000
茶の木神社献茶祭 41,862
第10回食育推進全国大会inすみだ 100,216
つくば外国人対象日本茶講座 56,227
人形町てんてん祭日本茶セミナー 61,129
六義園「日本茶講座」 176,356 3日間の実施
静岡市交流会 49,948
外国人対応プロジェクト勉強会 82,738 3回開催
二次試験直前勉強会 320,869
百円茶屋 794,352 全6回
食育プロジェクトスタッフ登録研修会 54,730 1回開催
食育プロジェクト 111,142 チーフ手当、チーフミーティング他
グルメ＆ダイニングスタイルショー準備 5,800 平成28年2月3日実施予定

¥2,180,203 うまみ体験研修準備 7,000 平成28年2月13日実施予定
年度末精算 ¥29,649 29,649 日本茶インストラクター協会へ
次年度繰越金

¥415,113 次年度繰越金 415,113
合　計 3,410,221

    以上の通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
東京都支部会計 岩田 裕　

平成27年度会計監査報告
　　　平成28年２月8日に会計監査を実施いたしました。　　　　　　監事　古川 貴則
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【第３号議案】
◆副支部長・森田明より提案。賛成多数により承認された。

　平成28年度事業計画（案）

　　　東京都における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。

【第４号議案】
◆会計・岩田裕より提案。賛成多数により承認された。

平成28年度予算（案）
（自）平成28年２月１日　　　（至）平成29年１月31日

収入の部 〔単位:円〕

科　目 H27年　予算額 H27年　決算額 H28年　予算額 備　考

繰越金 463,922 463,922 415,113

支部活動費 1,070,000 1,070,000 1,070,000

支部活動助成金 50,000 202,000 124,000

事業収入 2,200,000 1,674,214 2,000,000

受取利息・雑収入 85

合　計 3,783,922 3,410,221 3,609,113

支出の部 〔単位:円〕

科　目 H27年　予算額 H27年　決算額 H28年　予算額 備　考

管理費 500,000 484,183 500,000

会議費 250,000 301,073 250,000

事業費 2,800,000 2,180,203 2,550,000

役員改選費 100,000

年度末精算 29,649

予備費 233,922 209,113

次期繰越金 415,113

合　計 3,783,922 3,410,221 3,609,113
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【その他】
◆支部長渥美佳子より、監事及び顧問を任命、承認された。
　　　　　　監事　：　古川 貴則　（06-1566）
　　　　　　顧問　：　繁田 佳子　（02-0229）

◆支部長・渥美佳子より、下記の担当を任命、承認された。担当役員より活動についての発表があった。
　【食育プロジェクト】　
　　担当役員　：　宮口　香保里　
　　チーフ ： 江森芳、繁田佳子、石田公美、行徳恭子・志村和美・多田加奈子・森田かずみ（認定番号順）
　　◆奥村恵子より、チーフ退任の報告があった。　　　　　　             
　　◆新チーフまとめ役・石田公美より挨拶と食育活動への参加呼びかけがあった。
　　◆担当役員・宮口より食育プロジェクトの活動を報告した。　　　　　　　             

　【外国人対応プロジェクト】
　担当役員　：　椿谷 美津子
　チーフ　：　英語、仏語担当　椿谷 美津子
　　　　　　　 中国語担当　　　 中里 真理子
  　◆担当役員・椿谷美津子が外国人対応プロジェクトの活動を報告した。

　【百円茶屋】
　担当役員　：　三木 雄貴秀
　 ◆担当役員・三木雄貴秀が百円茶屋の活動を報告し、新年度の予定の案内と参加協力依頼をした。

　【貸出道具】
　担当役員　：　森田 明  岩科 洋平
　◆担当役員・岩科洋平より、平成27年度の道具貸出実績の報告及び、貸し出し方法の案内、使用時の　　
　　お願い事項の説明があった。

　【事務局】
　HP/TCN担当役員　：　高津 真
　◆担当役員・高津真より、TCNアドレス登録推奨、利用時の注意事項、及びHPの活用を呼びかけた。

◆支部長・渥美佳子より、次期役員改選について、説明があった。
8月に選挙管理委員会を立ち上げ、11月末までに次期役員候補選出の予定である。
前年度の総会にて、立候補者数が役員の定員数以下の場合、選挙は必要かという質問があったが、
NPO法人日本茶インストラクター協会の定める都道府県支部役員選任細則に則り遂行すること原則とし
、
選挙管理委員会が昨年の指摘を踏まえ十分に検討し、選挙公示において明確に方針を示すこととする。****************************************************************************************

【質疑応答】　第３号議案
　
<質問>　事業の区分けについて具体的なプランはあるのか？
<応答>　直轄・協賛の区別が難しい。
<要望>　個人資格なので主体性を尊重して、その活動を支部がサポートするのが望ましい。
　　　　　 HP・TCN配信など認定活動のサポートも広げて欲しい。　
<応答>　個人レベルのでの活動に対しては、今までも出来る限りの支援はしており、今後も継続していく。
<応答>　直轄・協賛の括りが難しくなってきているので、その点を見直したい。
　　　　　　HP・TCN配信などの使い方で、ご意見があれば改善していく。
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参考資料：H28年度 事業予定

≪具体的指針≫
　　　☆支部活動チーフ制度を継続する。

　　　☆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」開催への協力を継続する。

　　　　　その他の外部団体からの依頼についても協力を検討する。

　　　☆資質向上のための研修会・勉強会並びに支部交流会の開催を検討する。

〈事業予定〉

　・2月2日、4日 食育授業「日本茶教室」世田谷区立玉川小学校 ＜開催済み＞

　・2月3日 グルメ＆ダイニングスタイルショー2016 ＜開催済み＞

　・2月13日 うま味体験研修会 ＜開催済み＞

　・2月17日 農水省「和の空間」呈茶 ＜開催済み＞

　・2月27日 「東京マラソンフレンドシップラン2016」における呈茶　 ＜開催済み＞

　・2月28日 「東京大マラソン祭り2016」茶ノ木神社での呈茶 ＜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＞

　・3月10日11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19日 東京都支部総会および前田文男氏講演会　 ＜開催済み＞

  ・4月4日 農水省「観桜会」呈茶

　・4月17日 外国人対応プロジェクト勉強会（初心者向け第二回）

　・4月19日 食育プロジェクト登録研修会

　・4月23日 かごしま百円茶屋　（かごしま遊楽館　合歓の広場）

　・4月24日 かごしま百円茶屋　（清泉女子大）

  ・5月1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28日29日 かごしま百円茶屋　（かごしま遊楽館　合歓の広場）

　・6月10日11日 かごしま百円茶屋　（まるごとにっぽん 東京浅草）

　・8月～11月下旬 次期東京都支部役員選出

　・9月16日17日 かごしま百円茶屋　（会場未定）

　・11月4日5日 かごしま百円茶屋　(かごしま遊楽館　合歓の広場)

　・1月中旬 日本茶インストラクター認定二次試験　直前勉強会

〈開催依頼が見込まれる事業〉

　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20件以上）

　10月 人形町てんてん祭　日本茶ミニセミナー

　10月 or 11月 六義園「日本茶講座」

　12月 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〉
　・3月27日 日本茶インストラクター17期認定式・交流会　於：ホテルラングウッド 
　・6月4日18日7月2日 17期初任者研修　於：東京茶業会館6Ｆ会議室
　・9月11日 アドバイザ－実技講習会（東京）　於：茶業会館８Ｆホール
　・10月27日～30日 世界お茶まつり（静岡）
　・11月6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　於：ベルサール九段
　・12月初旬 日本茶アワード東京ティーパーティー　(日程・詳細未定）
　・11月～2月 日本茶アドバイザ－専任講師試験
　・2月5日 日本茶インストラクター認定二次試験
　・3月頃 東日本ブロック主催資質向上研修　（日程・内容検討中）


