
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16回平成29年度日本茶インストラクター協会東京都支部総会　
〈平成30年3月17日（土） 13時開会  於：東京茶業会館8階ホール〉

 　　　　　　　　　　　　　　　　　 次　 第

１．開　会 役員多田加奈子を司会に選出、開会宣言

２．支部長挨拶 渥美佳子

３．総会成立確認       役員・岩科洋平より報告があり、総会成立を確認

　　　　　　　　　総会員数 　418名 ／出席 42 名
／委任出席 376 名
／総数 418 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２９年度 事業報告

(2)     第２号議案　平成２９年度 活動計算書報告

(3)  　第３号議案　平成３０年度 事業計画（案）

(4)     第４号議案　平成３０年度 予算（案）

(5)     その他

６．議事録署名
議長・渥美佳子が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）

中島亜美（18-4116）

７．支部長挨拶　　　　　　　　　   渥美佳子

８．閉　会
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【第１号議案】
平成29年度事業報告（平成29年2月1日～平成30年1月31日）

副支部長・市川昌輝より平成29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2日、3日 世田谷区立玉川小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 2月8日 東京ビックサイト グルメ&ダイニングスタイルショー201７春「ようこそ！日本茶の世界へ」

協賛 2月21日、22日 杉並区立桃井第四小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 2月25日 パナソニックセンター東京前広場 「東京マラソンファミリーラン・フレンドシップラン201７」呈茶と英語による日本茶ミニ講座

協賛 2月28日 中野区立多田小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 3月3日 中野区立月島第一小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 3月7日、8日 杉並区立高井戸小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 3月16日 中央区立有馬小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 3月18日 東京茶業会館8階ホール 東京都支部総会および支部会員交流会

後援 4月22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23日 清泉女子大学 清泉女子大学「百円茶屋」

後援 5月1日 品川区立源氏前小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 5月2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10日、12日 八芳園バンケットルーム 八芳園訪日外国人日本茶体験セミナー

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」

直轄 5月16日 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21日 築地社会教育会館 外国人対応プロジェクト第１回英語勉強会(初級）

協賛 5月25日 江戸川区立船堀小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 5月27日、28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6日～8日 東京ビックサイト 第5回カフェ喫茶ショー第1回ジャパンインターナショナルティーショーブース出展

協賛 6月6日～8日 東京ビックサイト 第5回カフェ喫茶ショー第1回ジャパンインターナショナルティーショー日本茶セミナー

後援 6月21日 江戸川区立鎌田小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月23日 葛飾区立二上小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 6月27日、29日 練馬区立光和小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 7月7日、8日 葛飾区立幸田小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 7月10日、11日 練馬区立開進第三小学校 食育授業「日本茶教室」

後援 7月13日 品川区立延山小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 8月25日 葛飾区立細田小学校 教員向け「日本茶講座」

後援 8月28日 江東区立越中島小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 9月6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 9月7日、8日 グリナード永山 グリナード永山「百円茶屋」

協賛 9月14日 渋谷区立富谷小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 10月1日 東京ウイメンズプラザ 外国人対応プロジェクト第2回英語勉強会中級ーⅠ

協賛 10月8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 10月12日、13日 葛飾区立上千葉小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 10月28日、29日 六義園内　心泉亭 六義園「日本茶文化講座」

協賛 10月29日 墨田区立錦糸小学校 食育授業「日本茶教室」

協賛 10月30日、31日
11月1日

有楽町駅前広場 有楽町駅前「百円茶屋」

協賛 11月10日、11日 葛飾区立中青戸小学校 食育授業「日本茶教室」

直轄 11月29日 築地社会教育会館 食育プロジェクトステップアップ研修

協賛 12月13日 東京プリンスホテル 「静岡市交流会in東京」呈茶

協賛 1月17日 江戸川区立一之江第二小学校家庭科室 江戸川区教育研究会家庭科部会「日本茶講座」

直轄 1月20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

直轄 1月28日 港区立生涯学習センター 外国人対応プロジェクト『第1回中国語勉強会　超初級』

＜活動種別＞

　活動  7 （6） ①直轄活動 （東京都支部が企画した活動）
　活動 27（26） 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）
　活動 10（14） 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）
  活動  0 （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）
  活動 44 （46）（　）内は昨年実績
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【第２号議案】
会計・鈴木望による平成29年度活動計算書報告に続き、監事・森田明より監査報告後、承認された。

平成29年度活動計算書　　
　　　　　　　　　　　　　　（自）平成29年2月1日  （至）平成30年1月31日

収　入 ¥3,163,887
支　出 ¥3,163,887

収入の部 〔単位:円〕
科　目 金　額 摘　要

前年度繰越金 528,153
支部活動費 支部活動費 1,070,000

¥1,328,500 活動助成金 258,500
事業費 東京マラソンフレンドシップラン 47,000 （株）コナン

人形町てんてん祭日本茶セミナー 20,091 人形町商店街協同組合 三水会
六義園「日本茶文化講座」 64,800 東京都公園協会
静岡市交流会in東京 50,000 静岡市
外国人対応プロジェクト勉強会（３回開催） 76,000 参加者負担収益
食育プロジェクト研修会（２回開催） 22,000 参加者負担収益
食育プロジェクト 12,464 東京都茶協同組合
二次試験直前勉強会 252,000 参加者負担収益　36名×7,000円

¥1,307,230 百円茶屋（全４回） 762,875 鹿児島県茶業会議所
そ　の　他 受取利息 4 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行

¥4 
合　計 3,163,887

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 108,000
HP維持費 150,072
通信費 249,148
振込・カード手数料 6,426
事務用品代 46,725 名刺、プリンタインク、その他消耗品
事務局環境整備費 88,791 事務局PC購入

¥752,570 道具整備費 73,408
会議費　 H28年度総会 100,079 平成29年3月18日実施

H29年度総会準備 52,080 平成30年3月17日実施予定 往復ﾊｶﾞｷ代
役員会 127,073 全5回実施　新旧役員引継含む

¥300,312 その他会合 21,080 臨時役員会議、懇親会参加、会計監査
事業費 グルメ＆ダイニングスタイルショー 50,302

東京マラソンファミリーラン・フレンドシップラン 85,204
　 茶ノ木神社献茶祭 49,955

カフェ喫茶ショー 215,820
人形町てんてん祭日本茶セミナー 64,921
六義園「日本茶文化講座」 137,880
静岡市交流会in東京 51,604
二次試験直前勉強会 292,693
外国人対応プロジェクト勉強会（３回開催） 88,047
食育プロジェクト研修会（２回開催） 77,528
食育プロジェクト 114,264 チーフ手当、チーフミーティング交通費他

¥1,871,218 百円茶屋（全４回） 643,000
年度末精算 ¥6 6 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 239,781

¥239,781
合　計 3,163,887

    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 鈴木　望　

平成29年度会計監査報告 監事　　森田　明

平成30年3月8日に会計を監査いたしました。
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【第3号議案】
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30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・アドバイザーの自主的・自発的な

活動のさらなる活性化を目指し、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、各種事業を行う。

≪具体的指針≫

☆支部活動チーフ制度、実行委員制度を継続する。

☆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

☆東京オリンピック・パラリンピック対応窓口を新設する。

☆「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検討し、協力する。

☆資質向上のための研修会・勉強会並びに茶産地研修等を開催する。

[質疑応答と意見]

・01-0048小笠原康博会員より、東京オリンピック・パラリンピック対応の内容の質問

⇒今後生じる依頼の案件について、検討、調整する窓口である。

・01-0048小笠原康博会員より、後進の育成に引き続き取り組むよう意見があった。

・01-0026今井久雄会員より、2019年ラグビーワールドカップへの対応も検討するよう

希望があった。

【第4号議案】
会計・鈴木望により提案。賛成多数により承認された。

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

収入の部 〔単位:円〕

科　目 H29年　予算額 H29年　決算額 H30年　予算額 備　考
繰越金 528,153 528,153 239,791
支部活動費 1,070,000 1,070,000 1,070,000
支部活動助成金 120,000 258,500 150,000
事業収入 2,000,000 1,307,230 1,700,000
受取利息・雑収入 4

合　計 3,718,153 3,163,887 3,159,791

支出の部 〔単位:円〕
科　目 H29年　予算額 H29年　決算額 H30年　予算額 備　考

管理費 500,000 756,570 600,000
会議費 250,000 296,312 300,000
事業費 2,550,000 1,871,218 1,920,000
役員改選費 100,000
年度末精算 6
予備費 418,153 239,791
次期繰越金 239,781

合　計 3,718,153 3,163,887 3,159,791
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【その他】
≪東京都支部支援システム改定（案）≫
副支部長・桑原葉子により提案。⇒複数の意見が生じ、議決するに至らなかったため、

本改訂案は、次回総会へ持ち越しとなった。

『現行』
【東京都支部独自の支援システム(種類と範囲）】
１．東京都支部直轄活動
　　東京都支部が企画した活動
　　（２次試験対策直前勉強会など）
２．東京都支部協賛活動
　　企画者と東京都支部とで企画活動を行うもの
　　（食育～小学校の日本茶教室など）
３．東京都支部後援活動
　　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
　　（百円茶屋、食育講座、その他の日本茶セミナーなど）
　　[HPに告知掲載・TCN配信・活動報告書の提出及び経費報告の義務・
　　「茶論」活動報告に掲載・支部HP活動アルバム掲載]　　　　　
４．東京都支部認定活動
　　都支部として協力はしないが、活動は認める
　　[HPに告知掲載・TCN配信なし・活動報告書提出及び経費報告の義務なし・
　　　　　　　　　　　　「茶論」掲載なし・支部HP活動アルバム掲載なし]
＊１、２、３については企画書等の提出を必要とする
　また、いずれの活動も支援の有無については都支部役員会にて決定する

『改定案』
【東京都支部支援の基本方針】
1. 東京都支部活動
　東京都支部が企画または運営に関わるもの　
　・HPに告知掲載　・TCN配信　・活動報告書の提出及び経費報告
　・「茶論」活動報告に掲載　・支部HP活動アルバム掲載
2. 個人活動
　「東京都支部活動」以外、個人の企画または個人で請け負ったもの
　・ＨＰ掲載は会員自身が掲示板を利用することができる。
　・ＴＣＮ配信は原則的に行わない
　　但し、主催会員の申請により配信依頼をすることができる。※1
　 その際は企画書と活動報告書提出及び経費報告の義務を負うものとする。
　・「茶論」活動報告掲載なし

※1 いずれの活動も支援の有無については都支部役員会にて決定する。

※2 茶道具貸出は「東京都支部活動」「個人活動」を問わない。（道具貸出規約に準ずる。）
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【その他】続き

◆支部長渥美佳子より、監事の継続を任命、承認された。
　　　　監事　：　森田明　（10-2549）

◆支部長渥美佳子により各担当者を報告後、担当役員より発表があり、承認された。

【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
　　◆担当役員・多田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　：　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
　　◆担当役員・宮口が外国人対応プロジェクトの活動を報告し、
　　　新年度も、英語・中国語を中心とした勉強会開催を予定していることを発表した。

【かごしま百円茶屋】
　　担当役員　：　市川 昌輝
　　◆担当役員・市川が百円茶屋の新年度予定の告知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・岩科より「貸出道具利用時は茶器の洗浄・梱包を適切に実施する。」
　　　という協力を呼びかけた。
　　　理由：茶器の経年劣化及び搬送時の梱包不備による破損が多発しているため。

【東京オリンピック・パラリンピック対応窓口】(新設）
　　担当役員　：桑原葉子
　　◆担当役員・桑原より本窓口の趣旨（＝依頼案件の調整）の説明があった。

　【事務局】
　　事務局　： 有川貴三
　　◆事務局：有川欠席につき、事務局からのお知らせを支部長・渥美が代読した。

　【茶論】
　　担当役員 ： 橋本千鶴
　　◆担当役員・橋本千鶴より、挨拶があった。
　　　「茶論」の東京都支部活動報告蘭には、参加者全員の名前を記載することを　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　心がけている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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参考資料：H30年度 事業予定
平成30年/2018年

　・2月1日2日 食育授業「日本茶教室」世田谷区立玉川小学校 ＜開催済＞

　・2月10日 墨中地区青少年育成委員会　「日本茶講座」 ＜開催済＞

　・2月14日15日 食育授業「日本茶教室」杉並区立桃井第四小学校 ＜開催済＞

　・2月22日 食育授業「日本茶教室」葛飾区立柴原小学校 ＜開催済＞

　・2月24日 「東京マラソンフレンドシップラン2018」における呈茶　 ＜開催済＞

　・3月1日 食育授業「日本茶教室」中央区立有馬小学校 ＜開催済＞

　・3月6日7日 食育授業「日本茶教室」杉並区立高井戸小学校 ＜開催済＞

　・3月10日 食育授業「日本茶教室」杉並区立高井戸第三小学校 ＜開催済＞

　・3月10日 食育授業「日本茶教室」葛飾区立細田小学校 ＜開催済＞

　・3月17日 東京都支部総会および講演会

　・4月21日 鹿児島新茶キャンペーン　<会場・実施内容未定につき、検討中>

　・4月22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月頃（日程未定） 外国人対応プロジェクト勉強会（初心者向け）

　・5月頃（日程未定） 食育プロジェクト登録研修会

  ・6月13日～14日 第2回ジャパンインターナショナルティーショー出展

　・7月7日8日 かごしま百円茶屋　（会場未定）

　・8月～11月下旬 次期東京都支部役員選出

　・10月30日～11月1日 かごしま百円茶屋　（有楽町駅前広場）

　・11月中旬 かごしま百円茶屋　（多摩市　グリナ-ド永山）

平成31年/2019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）

　時期未定(検討中） 茶産地研修旅行

　時期未定(検討中） 外国人対応プロジェクト・食育プロジェクト、各ステップアップ研修

　10月10日前後 人形町てんてん祭　日本茶ミニセミナーと呈茶

  10月下旬or11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〉

平成30年/2018年

　・3月25日 日本茶インストラクター19期認定式・交流会　於：ホテルラングウッド 

　・5月26日27日 19期初任者研修（対象支部：26日東京・千葉、27日神奈川・埼玉他）

　・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11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 アドバイザ-専任講師資格試験

平成31年/2019年

　・2月3日(予定） 日本茶インストラクター認定二次試験

　・3月末 日本茶インストラクター20期認定式

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

`

以上、議事の経過及び結果を明確にするため、本議事録を作成し
会員代表二名が次に署名・捺印する。

平成30年3月17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　 　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　 18-4116
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　 中島亜美　　㊞　

－６－


