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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議事録

  第15回平成28年度日本茶インストラクター協会東京都支部総会　
  平成29年3月18日（土） 13時開会～14時30分閉会

 於：東京茶業会館8階ホール

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 　401名 ／出席 41 名
／委任出席 360 名
／総数 401 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２８年度 事業報告

(2)     第２号議案　平成２８年度 活動計算書報告

(3)  　第３号議案　役員改選

(4)     第４号議案　平成２９年度 事業計画（案）

(5)     第５号議案　平成２９年度 予算（案）

(6)     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の署名・捺印受領
　　　　　　　　　　　　　　今井久雄（01-0026）
　　　　　　　　　　　　　　青野恵子(06-1546）

７．支部長挨拶 渥美佳子

８．閉　会

次　第
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【第１号議案】
副支部長・椿谷美津子より平成28年度事業報告があり、承認された。

平成28年度事業報告（平成28年2月1日～平成29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2日、4日 世田谷区立玉川小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 2月3日 東京ビックサイト グルメ&ダイニングショー2016春「ようこそ！日本茶の世界へ」

直轄 2月13日 味の素（株）うま味体験館 うま味体験研修会

協賛 2月17日 農林水産省 「和の空間」呈茶

協賛 2月27日 パナソニックセンター東京前広場 「東京マラソンフレンドシップラン2016」呈茶と日本茶ミニ講座

協賛 2月28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2016」呈茶

協賛 3月8日 中央区立有馬小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 3月10日、11日 杉並区立桃井第四小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 3月19日 東京茶業会館8階ホール 東京都支部総会および前田文男氏特別講演

協賛 4月4日 農林水産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17日 中央区立築地社会教育会館 「外国人対応プロジェクト」〈初心者対象〉第2回英語勉強会

直轄 4月19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

後援 4月23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24日 清泉女子大学 清泉女子大学「百円茶屋」

協賛 5月1日 茶ノ木神社境内 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2日 品川区立源氏前小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 5月16日 品川区立源氏前小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 5月28日、29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2日 江戸川区立船堀小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月7日、9日 練馬区立光和小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月10日 農林水産省「消費者の部屋」 農林水産省「消費者の部屋」冷茶の淹れ方セミナー

協賛 6月14日～16日 東京ビックサイト 「カフェ喫茶ショー」日本茶ブース出展及び日本茶講座

後援 6月17日 品川区立延山小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月17日 葛飾区立二上小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月21日 中野区立桃園第二小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 6月22日 江戸川区立鎌田小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 6月24日、25日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」

後援 7月1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6日 墨田区立隅田小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 7月8日 渋谷区立富谷小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 7月23日 二の宮ハウス つくば外国人対象日本茶講座

後援 8月26日 江東区立越中島小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 9月7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」

協賛 9月9日～11日 東京国立博物館茶室・応挙館 宇治茶文化講座

後援 9月16日、17日 有楽町かごしま遊楽館 かごしま遊楽館「百円茶屋」

協賛 9月23日 中野区立北原小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 9月24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

協賛 10月9日 日本橋人形町商店街 人形町「てんてん祭」呈茶と日本茶ミニ講座

協賛 11月3日～6日 六義園内　心泉亭 六義園「日本茶文化講座」

後援 11月13日 六本木ヒルズアリーナ 「東京ハーベスト」呈茶

後援 11月18日、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14日 ホテルグランドパレス 「静岡市交流会in東京」呈茶

協賛 1月14日 葛飾区立幸田小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 1月21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21日 中央区立明石小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 1月28日、29日 イトーヨーカドー武蔵小杉駅前店 イトーヨーカドー武蔵小杉「百円茶屋」

＜活動種別＞
　  6活動（12） ①直轄活動 （東京都支部が企画した活動）
　 26活動（28） 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）
　 14活動（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活動（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）
 　46活動（51） （　）内は昨年実績
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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28年度活動計算書　　
（自）　平成28年2月1日　　（至）　平成29年1月31日

収　入 ¥3,705,037

支　出 ¥3,705,037

収入の部 〔単位:円〕

科　目 金　額 摘　要

前年度繰越金 415,113 

支部活動費 支部活動費 1,070,000 

¥1,267,000 活動助成金 197,000 

事業費 うまみ体験研修 35,000 参加者負担収益 35名×@1000円

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

つくば外国人対象日本茶講座 37,160 （公社）科学技術国際交流センター

宇治茶文化講座 84,052 宇治茶の郷づくり協議会

人形町てんてん祭日本茶セミナー 18,864 日本橋人形町三水会

六義園「日本茶講座」 86,400 東京都公園協会

静岡市交流会 50,000 静岡市

二次試験直前勉強会 280,000 参加者負担収益 40名×＠7000円

外国人対応プロジェクト勉強会 61,000 参加者負担収益（2回開催）

食育プロジェクトスタッフ登録研修会 15,000 参加者負担収益（1回開催）

¥2,022,851 百円茶屋 1,300,375 鹿児島県茶業会議所（全6回）

そ　の　他 受取利息 73 三井住友銀行

¥73 

合　計 3,705,037 

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 97,932 

HP維持費 124,732 

通信費 243,218 

振込・カード手数料 2,592 

道具整備費 21,708 

¥526,972 雑費 6,790 

会議費　 H27年度総会 45,144 平成28年3月19日実施

H28年度総会準備 41,704 平成29年3月18日実施予定 往復ﾊｶﾞｷ代

役員会 84,000 全6回実施

¥190,848 その他会合 20,000 直前勉強会時役員・スタッフ意見交換会

役員選挙 ¥90,224 役員改選費用 90,224 

事業費 うまみ体験研修準備 74,450 

グルメ＆ダイニングスタイルショー準備 49,948 

　 農水省呈茶 54,765 3回実施（2/17、4/4、6/10)

東京マラソンフレンドシップラン 84,535 

東京大マラソン祭・茶ノ木神社呈茶 20,000 

茶ノ木神社献茶祭 44,930 

カフェ喫茶ショー 39,606 

つくば外国人対象日本茶講座 51,693 

宇治茶文化講座 84,052 

人形町てんてん祭日本茶セミナー 62,864 

六義園「日本茶講座」 233,127 4日間実施(11/3～6）

静岡市交流会 50,011 

二次試験直前勉強会 300,563 

外国人対応プロジェクト勉強会 64,620 2回開催

食育プロジェクトスタッフ登録研修会 53,380 1回開催

食育プロジェクト 62,292 チーフ手当、チーフミーティング交通費他

¥2,368,836 百円茶屋 1,038,000 全6回

年度末精算 ¥4 4 日本茶インストラクター協会へ

次年度繰越金 次年度繰越金 528,153 

¥528,153

合　計 3,705,037 

    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28年度会計監査報告 監事　　古川　貴則

平成29年2月23日に会計を監査いたしました。
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【第３号議案】
  役員改選
選挙管理委員長・柳澤誠により、役員改選の結果報告があり、承認された。

　　　　支部長  　　　   　渥美 佳子   (02-0317）

　　　　副支部長   　 　 桑原 葉子   (09-2300）

　　　　　　〃　           市川 昌輝   (17-3926）　 [百円茶屋担当兼任]

　　　　事務局　      有川 貴三   (16-3729)

　　　　会　　計　   鈴木 望      (17-3939)

　　　　役　　員　　　 小高 和敏   (01-0054)　　[貸出道具管理担当]

　　　　　　〃　　　　 岩科 洋平   (14-3324)　  [貸出道具管理担当]

　　　　　　〃　　　　 多田 加奈子 (07-1785)   [食育プロジェクト担当]

　　　　　　〃　　　　 宮口 香保里 (12-2910)   [外国人対応プロジェクト担当]

　　　　　　〃　　　　 橋本 千鶴   (16-3751)  　[茶論担当]

【第４号議案】
新副支部長・桑原葉子により提案。賛成多数により承認された。

　平成29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・各種活動（直轄

　　　活動・協賛活動・後援活動・認定活動）等の事業を行う。

【第５号議案】
新会計・鈴木望より提案。賛成多数により承認された。

平成29年度予算（案）
（自）平成29年２月１日　　　（至）平成30年１月31日

収入の部 〔単位:円〕

科　目 H28年　予算額 H28年　決算額 H29年　予算額 備　考

繰越金 415,113 415,113 528,153 

支部活動費 1,070,000 1,070,000 1,070,000 

支部活動助成金 124,000 197,000 120,000 

事業収入 2,000,000 2,022,851 2,000,000 

受取利息・雑収入 73 

合　計 3,609,113 3,705,037 3,718,153 

支出の部 〔単位:円〕

科　目 H28年　予算額 H28年　決算額 H29年　予算額 備　考

管理費 500,000 526,972 500,000 

会議費 250,000 190,848 250,000 

事業費 2,550,000 2,368,836 2,550,000 

役員改選費 100,000 90,224 

年度末精算 4 

予備費 209,113 418,153 

次期繰越金 528,153 

合　計 3,609,113 3,705,037 3,718,153 
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【その他】
◆支部長渥美佳子より、監事を任命、承認された。

　　　　監事　：　森田明　（10-2549）

◆支部長渥美佳子による具体的指針の発表に引き続き、各担当を任名し、

担当役員より活動についての発表があり、承認された。

≪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、各チーフの協力のもと、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。

　【食育プロジェクト】　
　　担当役員　：　多田加奈子　
　　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
　　◆新担当役員・多田より食育プロジェクトの活動を報告した。　　　　　　　
　　◆前チーフまとめ役・石田公美、新チーフまとめ役・繁田佳子より挨拶があった。
　【外国人対応プロジェクト】
　　担当役員　：　宮口 香保里
　　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
　　◆前担当役員・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。
　【かごしま百円茶屋】
　　担当役員　：　市川 昌輝
　　◆新担当役員・市川昌輝が百円茶屋の新年度予定の報告と参加協力依頼をした。
　【貸出道具】
　　担当役員　： 小高 和敏　　岩科 洋平　
　　◆担当役員・小高和敏　岩科洋平より、挨拶があった。
　【事務局】
　　事務局　： 有川貴三
　　◆新事務局：有川貴三より、挨拶があった。
　【茶論】
　　担当役員 ： 橋本千鶴
　　◆新担当役員・橋本千鶴より、挨拶があった。

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　«　質疑応答　意見　»　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《質疑応答　意見》

【第3号議案】
◆意見（01-0048）小笠原康博
　　　　「仲間との連帯感が活動を支える。新役員は役割分担とは別に、新しい期の方も積極的な活動をしてほしい。」
【第2号議案に関連した第4号議案】　
◆質問　（01-0026）今井久雄
　　　　「協賛活動の中に収入がないものが見受けられるが、今後も継続するのか？」
⇒回答①「東日本ブロックからの支部活動費及び助成金から支出しており、妥当である」（前会計・岩田）
　　　　➁「新年度も、活動種別の仕分け基準に沿って、事業を進めていく」（新副支部長・桑原）
【その他】
◆質問（01-0048）小笠原康博
　　　　「支部長は通算4期目となるが、後進の育成の具体的な方針はあるのか？」
⇒回答　「後進育成の必要性は承知している。各役員が活動し易い環境作りを目指しサポートしていく。」（支部長・渥美）
◆質問（02-0329）繁田佳子
　　　　「具体的指針に研修会・勉強会とあるが、具体的な計画（時期・内容）はあるのか？」
⇒回答　「資質向上研修会の必要性は承知している。新役員で開催を検討していくので、希望があったら知らせてほしい。」
　　　　　（支部長・渥美）
◆質問（06-1546）青野恵子
　　　　「各イベントのスタッフ決めにおける、基準はどうなっているのか？」
⇒回答　①「経験者と新人をバランスよく配置し、円滑にイベントが運営できるよう配慮している。」（支部長・渥美）
　　　　　➁「お断り発生の機会を極力避けるため、応募者多数の場合は募集締切日を予定より早める対応もしてきた。」
　　　　　　　（前副支部長・椿谷）
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参考資料：H29年度 事業予定

　・2月2日3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8日 グルメ＆ダイニングスタイルショー2017 　＜開催済み＞

　・2月21日22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＞

　・2月25日 「東京マラソンフレンドシップラン2017」における呈茶　 　＜開催済み＞

　・2月28日 食育授業「日本茶教室」中野区立多田小学校 　＜開催済み＞

　・3月3日 食育授業「日本茶教室」中央区立月島第一小学校 　＜開催済み＞

　・3月7日8日 食育授業「日本茶教室」杉並区立高井戸小学校 　＜開催済み＞

　・3月15日 八芳園での英語対応呈茶活動（後援） 　＜開催済み＞

　・3月16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18日 東京都支部総会および交流会

　・4月22日 かごしま百円茶屋　（かごしま遊楽館　合歓の広場）

　・4月23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（日程未定） 外国人対応プロジェクト勉強会（初心者向け）

　・5月（日程未定） 食育プロジェクト登録研修会

　・5月27日28日 かごしま百円茶屋　（かごしま遊楽館　合歓の広場）

　・9月15日16日 かごしま百円茶屋　（多摩市　グリナ-ド永山）

　・11月中旬 かごしま百円茶屋　(会場未定)

平成30年/2018年

　・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、年間約20件）

　10月 人形町てんてん祭　日本茶ミニセミナーと呈茶

  11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〉

　・3月22日 日本茶レッスン東京都茶協同組合主催/日本茶ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会後援

　・3月26日 日本茶インストラクター18期認定式・交流会　於：ホテルラングウッド 

　・7月1日2日 18期初任者研修　

　・日程未定 アドバイザ－実技講習会（東京）　於：茶業会館８Ｆホール

　・11月12日（予定） 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　

　・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 日本茶インストラクターリーダー試験

平成30年/2018年

　・2月4日(予定） 日本茶インストラクター認定二次試験

　・3月25日 日本茶インストラクター19期認定式

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

以上、議事の経過及び結果を明確にするため議事録を作成し
下記会員代表二名により署名・捺印。
平成29年3月18日　　　日本茶インストラクター協会東京都支部
　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　01-0026　　今井 久雄　㊞

　　　　　　　　　　    06-1546　 青野 恵子　㊞


