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2020 年度事業計画 
(2019 年 10 月 1 日-2020 年 9 月 30 日) 

 
Ⅰ. 国際ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ派遣 
 
●ﾋﾞﾚｯｼﾞ(11 歳対象) 
 
① Delegation 派遣 15 か所  15 ﾁｰﾑ 75 名(こども 60 名 ､ﾘｰﾀﾞｰ 15 名) 
*以下含む 

派遣支部 Reference No 派遣先 期間 備考(性別､違反等) 

関東 V-2019-008 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ（ﾛﾝﾄﾞﾘｰﾅ） 

 

2019/12/27-2020/1/23  

東海 V-2019-027 ｸﾞｱﾃﾏﾗ(ｸﾞｱﾃﾏﾗ) 2019/12/26-2020/1/22 女 14 日不足 

関西 V-2019-002 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(ｱﾗﾗｸｱ

ﾗ) 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ（ﾋﾞｸﾄﾘｱ） 

 

2019/12/27-2020/1/23  

関西 V-2019-009 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ（ｻﾝﾊﾟｳﾛ） 2019/12/27-2020/1/23 2 月中旬追加 

 

② 個人派遣 JC(16-17 歳)  7 か所   7 名(日本 名) 
*以下含む 

派遣支部 Reference 

No/ 

派遣先 期間 備考(性別､違反等) 

関東 V-2019-002 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ（ﾋﾞｸﾄﾘｱ） 2019/12/27-2020/1/23 M 

     

 

●ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ(14 歳/15 歳) 
 
① Delegation 派遣  4 か所  20 名(こども 16 名､ﾘｰﾀﾞｰ 4 名) 
*以下含む 

派遣支部 Reference 

No/ 

派遣先 期間 備考(性別､違反等) 

関東 C-2019-010 ｺｽﾀﾘｶ（ｺｽﾀﾘｶ） 2019/12/27-2020/1/18  

 

●ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(12 歳以上対象) 
 
① Delegation 派遣   2 か所   14 名(こども 12 名､ﾘｰﾀﾞｰ 2 名) 
*以下含む 

派遣支部 Reference No. 対象年齢 派遣先 期間 備考(性別､違反等) 

      

      

      

 

② 個人派遣(16 歳以上対象)  6 名 
*以下含む 

派遣支部 Reference No. 対象年齢 派遣先 期間 備考(性別､違反等) 

関東 Y-2019-017 16-18 ﾌﾗﾝｽ(ﾉｰﾙ) 2019/12/27-2020/01/03  

      

      

●IPP(19 歳以上対象)  2 か所  4 名 
*以下含む 

派遣支部 Reference No. 対象年齢 派遣先 期間 備考(性別､違反等) 

      

      

      

 
●ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ(17-19 歳対象)  若干名 

派遣支部 Reference 

No/ 

派遣先 期間 備考(性別､違反等) 

     

 
●ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(国際)ｽﾀｯﾌ派遣(21 歳以上)  若干名 
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Ⅱ. 国際ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ受入 
 
●ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 第 15・16 回 ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ日本大会の開催 (対象年齢:12-13 歳) 

期間 開催支部(場所) 受入人数 

2020 年 8 月（予定） 東海支部 （未定） 35 名/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(Delegation 5 ﾁｰﾑ) 

2020 年 8 月（予定） 関西支部（未定） 35 名/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(Delegation 5 ﾁｰﾑ) 

 

●ﾓｻﾞｲｸ(国際承認申請ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) 

期間 開催支部(場所) 名称 受入人数 

2019 年 10 月～11 月 関東 STEP  

2020 年 5 月～6 月 関東 親子音楽会  

未定 関西 私たちの食生活を考えよう  

    

 

 

Ⅲ. 国際事業 
 

事業名 開催場所 日時 担当部会 

TEA 日本 2020 年 8 月 日本ｼﾞｭﾆｱ部会.･NJR 

JASPARC ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ 2020 年 4 月 ｼﾞｭﾆｱ部会.･NJR 

APRW ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ 2020 年 4 月 国際理事 

IJBC  2020 年 8 月 ｼﾞｭﾆｱ部会.･NJR 

    

 

 

Ⅳ. 国内事業 
 

事業名 担当部署 日時 開催地 

JAM 運営委員会 2019/10/12-13 代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

ﾄﾚｰﾅｰ研修/ｽﾀｯﾌ研修 指導者養成部会/STC 部会 2019/10/12-13 代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

運営委員会 運営委員長 2019/10/13 代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

JNW 指導者養成部会／ＳＴＣ部会 2020 年 3 月 代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

JNW 個人派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ合同ﾄﾚｰﾅｰ･参加

者研修 

ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ部会･YM 部会

IPP 部会 

2020 年 3 月 代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

ＪＢＴ ｼﾞｭﾆｱ部会 2019/10/12-13 代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

ｳｨﾝﾀｰｽｸｰﾙ(NJBC 開催) ｼﾞｭﾆｱ部会 2020 年 3 月 九州 

ﾕｰｽｾﾐﾅｰ(NJBC 開催) ｼﾞｭﾆｱ部会 2020 年 5 月 関西 

運営委員会 運営委員長 2020 年 5 月 東京 

ｻﾏｰｽｸｰﾙ ｼﾞｭﾆｱ部会 2020 年 8 月 東海 

NJBC&W ｼﾞｭﾆｱ部会 2020 年 8 月下旬 未定 

ＳＵ合同研修 ＳＵ部会 2020 年 4 月－7 月 関西 

SST STC 部会 2020 年 4 月－9 月 関東 東海 関西 

ｱﾌﾀｰｷｬﾝﾌﾟﾘﾌﾚｸｼｮﾝ STC 部会 2020 年 8 月-9 月  

ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ＳＴＣ部会 2020 年 5 月-7 月  

 



 

3 

 

 

Ⅴ. 活動内容 
 

1. ﾋﾞﾚｯｼﾞ 
1. ﾋﾞﾚｯｼﾞ活動に関する国際からの情報を支部に連絡し､また派遣国が決定するまでの間､国の連絡を行う 

2. 派遣ﾁｰﾑについて支部への分配､調整を行う(最終調整は 10 月の JAM 部会にて実施) 

3. JC 派遣希望者の選考､調整を行う(1 月) 

4. 問題発生時に支部の相談窓口となり､国際､関係国等に連絡を行う 

5. 支部関係者との情報交換､研修等を行う 

6. JAM で部会を開催する 

2. ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 
1. ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ活動に関する国際からの情報を関係支部に連絡し､また派遣国が決定するまでの間､国際との連絡を行う 

2. 派遣ﾁｰﾑについて支部への分配､調整を行う 

3. 支部関係者との情報交換､研修等を行う 

4. 問題発生時に支部の相談窓口となり､国際､関係国等に連絡を行う 

5. JAM で部会を開催する 

6. ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ向けに JNW 及び、支部内で研修を行う 

7. 3 支部合同の集合教育を行う 

日時 検討中(夏派遣前) 

目的 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ派遣前に全参加者向けに JB によるｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨを受ける事が必須であり、単独では開催不可能な支部があるため   

内容 各支部よりｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ参加者を集め、JB によるｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨを実施及びﾘｰﾀﾞｰ向けの研修を実施 

3. IPP 
1. 派遣者の募集活動､および派遣に際してのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施する 

2. 国際と各支部､参加者との間の連携､調整を行う 

3. JAM にて部会を開催する(IPP に関する情報交換､各支部の現状や要請等を意見交換) 

4. JNW にて YM･SC 部会と合同で参加者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施する｡(派遣者が決定済みの場合) 

5. IPP 関連情報を発信する(募集要項ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ紹介ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､IPP News の回覧等) 

6. 派遣が増えるように募集方法等検討する 

4.  ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ 
1. ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ参加者の派遣実務 

参加者の募集､応募者間調整･選考･決定､参加までのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ､研修､帰国後のｱﾝｹｰﾄ実施 

2. 各支部ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ委員会のｻﾎﾟｰﾄ 

時期 : 2019 年 10 月 JAM   内容 : ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ部会を開催 

対象 : 各支部ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ委員長､副委員長､委員､ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ経験者等 

3. ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ参加者研修(個人派遣合同研修)を開催 

時期 : 2020 年 3 月 JNW 時 

対象 : ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ参加者､ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽﾀｯﾌ､ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ経験者等 

4. 国際事務局･国際ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ委員会との連絡･調整､派遣 

5.  ﾓｻﾞｲｸ 
1. 2019 年 10 月 JAM: ﾓｻﾞｲｸ部会開催 

2. 2019 年 10 月～11 月：関東支部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＳＴＥＰﾌｫﾛｰ 

3. 2019 年 10 月～関西支部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｫﾛｰ 

4. 2020 年 6 月:関東支部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ親子音楽会ﾌｫﾛｰ 

5. 九州支部、東海支部ﾓｻﾞｲｸ委員会ﾌｫﾛｰ 

6. 2020 年 5 月：運営委員会出席 

6.  ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 
1. 部会とﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを実施し､募集､教育､派遣､開催が円滑に進むようにするとともに､ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰを育成する 

2. 派遣に関する調整をする 

3. 国際からのﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞに関する情報を各支部に連絡する 

4. 問題発生時に支部の相談窓口となり､国際､関係国等に連絡を行う 

5. SC/IPP/ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 個人派遣合同ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを実施する(JAM および JNW と同時期に開催 

対象;ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ参加者､ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ経験者､個人派遣担当ﾄﾚｰﾅｰ 

7.  指導者養成 
1. ﾄﾚｰﾅｰ研修の計画･実施 

日時:2019 年.10 月 12-13 

目的:2019 年度派遣」ﾘｰﾀﾞｰが 2020 年度の教育担当としての知識･ｽｷﾙを学ぶ 

内容:未定 

2. Japan National Workshop(JNW)の計画･実施 

日時:2020 年 3/13.14.15 

目的:2020 年度の新ﾘｰﾀﾞｰの導入教育 

内容:未定 
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8.  ｼﾞｭﾆｱ 
1. 支部の当該委員会と連絡調整を行い､JB の継続的な活動を支援する 

2. JAM にて新年度の引き継ぎ 

期間:2020 年 10 月中旬 ※JAM 開催時     場所：未定   参加人数:25 名 

内容:国内 JB 活動運営面における旧部会長および旧各支部ｼﾞｭﾆｱ委員長による新年度ﾒﾝﾊﾞｰへの引き継ぎ 

   JBT（Junior Branch Traning)の開催 

3. Winter School の開催(担当支部:九州) 

期間:2020 年 3 月下旬(4 泊 5 日)     場所::未定     参加人数:60 名 

内容:小中学生を対象としたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑである｡高校生以上はその運営･企画に携わることによって､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを受けることが 

   できる｡ 特にｽﾀｯﾌを経験することによって成長が期待できる｡ 

4. Youth Seminar の開催(担当支部::関西) 

期間:2020 年 5 月上旬(2 泊 3 日)     場所:未定    参加人数:30 名 

内容: ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを中心に行う高校生以上を対象としたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑである｡また､国内 JB の研修および活動のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの場を兼ねる 

5. Summer School の開催(担当支部:東海) 

期間:2020 年 8 月上旬(4 泊 5 日)     場所:;未定    参加人数:40 名    内容:前記 Winter School と同様である｡ 

6. NJBC&W(National Junior Branch Conference & Workshop)の開催(担当:ｼﾞｭﾆｱ部会ﾒﾝﾊﾞｰ) 

期間:2020 年 8 月下旬(3 泊 4 日)     場所:未定    参加人数:25 名 

内容:国内 JB の最高決定会議の開催｡詳細は National Junior Branch Conference 運営ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第 2 条を参照のこと｡ 

   また､同時に全 JB を対象にした研修を行う｡ ｼﾞｭﾆｱの基本的な知識の構築 

7. JB 活動に関する国際からの情報を､支部の当該委員会を中心とした国内 JB に報告する 

8. Sr.NJR および Jr.NJR の活動支援を行う 

9. 支部の当該委員会をｻﾎﾟｰﾄするために､委員やｼﾞｭﾆｱ部会のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾀｯﾌとなる人を対象とした研修等を部会ﾒﾝﾊﾞｰを派遣して行う   

(支部当該委員会から要請があった場合のみ) 

10. IJBC(International Junior Branch Conference)部会派遣者の選出 

11. JASPARC(Juniors Asia Pacific Regional Conference)部会派遣者の選出 

12. CISV JB JAPAN ｸﾞｯｽﾞ製作･販売事業｡ 

 

9.  NJR 
1. Regionalworkshop である TEA の実施(担当国: 日本)  

期間:2020 年 8 月中旬予定(4 泊 5 日)     場所:日本（東京）予定    参加人数:40 名 

内容:他国の JB との共同開催(現時点では香港、ﾓﾝｺﾞﾙ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ)によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟおよびﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ｡国を超えた繋がりをつくり､  

     JB の発展を支援する｡JBer を対象としたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑである｡ 

2. JASPARC(Juniors Asia Pacific Regional Conference)参加 

･JASPARC 参加(部会派遣として) 

･JASPARC 期間中の内容面における運営 

3. IJBC(International Junior Branch Conference)参加 

･IJBC 参加(会議出席､国際との情報交換､報告書の作成) 

･NJBC&W 及び JAM で報告を行う 

4.  国際 JB 行事に関する国内 JB の責任者として活動を行う 

TEA､JASPARC､IJBC に参加する JB の書類取りまとめや内容面の調整などに関して日本協会や国際理事などと連絡を取る｡ 

5  JB JAPAN の代表として活動を行う｡ 

IJR(International Junior Representative)や APJB team(Asia Pacific Junior Branch team)を中心に国外 JB と連絡をとりあい､必要に応じ

て日本の JB の状況や活動報告を行う｡ 

6.  ｼﾞｭﾆｱ部会ﾒﾝﾊﾞｰとしてｼﾞｭﾆｱ部会の活動に参加する 

･ 基本的には上記ｼﾞｭﾆｱ部会活動計画を参照のこと 

･ 来年度 Jr.NJR の立候補者を募る 

 

10.  広報･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 
1. 広報活動に関する国際からの情報を各支部の当該委員会に連絡､調整を行う 

・ 各支部の活動報告誌､募集活動などにおける掲載記事･提案事項の調整､報告を行う｡ 

・ ｢CISV 日本協会ﾆｭｰｽ｣を編集発行し､通常総会後の結果報告送付時に会員宛てに配信する｡ 

・ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾎﾟｽﾀｰ等を製作する｡  

2.   その他の CISV のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動を検討､各支部の当該委員会に連絡､調整を行う     

・ 文部科学省の後援名義使用許可の申請    

・ 支部の募集活動の支援(説明会用 PPT､ちらし雛形) 

    

3,   電子ﾒﾃﾞｨｱ活動に関する国内外からの情報を支部の当該ｳｪﾌﾞﾏｽﾀｰに連絡､調整を行う   

・ 日本協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運営･管理を行い､支部のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行う  

・ 日本協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞと各支部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの管理統合を研究する 

・ 運営委員の協力を得て Facebook の運営･管理  

・ CISV 日本協会ｵﾌｨｼｬﾙ LINE ｱｶｳﾝﾄの運用を検討する 

・ CISV のﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝを主に会員向けに発行する  

・ CISV ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝを定期的に発行する｡ その発行編集管理を行う｡ 
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11  ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
1. 各事業におけるﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実践 

2. ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ教育の継続 

3. 緊急時対応の再確認 

4. 各事業の実行に当たって適宜ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの観点からの助言･勧告等をおこなう 

5. APRW でのﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに 1 名派遣する 

派遣先：ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ 

派遣時期：2020 年 4 月開催 

目的：ｽﾀｯﾌ・ﾘｰﾀﾞｰ研修をはじめ日本協会で実施する活動においてﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄに関する幅広い知識を持った人材が必要なため、  

その育成として国際研修への派遣を行う 

12.  運営委員会 
1. 開催事業(運営委員会､JAM)の計画･運営 

2. 2020 年度事業計画および収支予算の審議 

3. 部会長等運営委員会ﾒﾝﾊﾞｰの認証 

4. 国際会議および国際ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟへ派遣する代表者の承認 

5. 国際ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､支部および部会活動実施に伴う問題点を検討､調整 

6. 支部､部会からの承認依頼事項の検討並びに承認 

 

13.  国際理事 
1. CISV 国際と国内の調整 

① 各ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの部会長と連絡しながら､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの派遣や国際に関係ある事業が円滑に進むよう運営委員長と相談をしなが

ら調整する 

② 日本の代表として必要に応じて議決権の行使､質問への回答等を行う｡ 

③ 日本協会事務局と相談しながら､国際事務局への支払いの承認をする 

④ 必要に応じて国際書類等を翻訳する 

⑤ 運営委員会に出席し､全ての部会長､4 支部長との調整をする 

⑥ 理事会に出席し､運営委員会とのｽﾑｰｽﾞな連携を図る 

⑦ 総会･ｾﾐﾅｰ･研修などで CISV 国際の情報を伝える  

2. NA の役員名簿管理を myCISV Website で行う 

3. NRF(National Report Form)および HPDS(Host and Participant Data Sheet)の作成 

① 日本協会事務局および運営委員会と相談しながら NRF を作成し､国際事務局に送付する 

② 日本協会事務局および運営委員会と相談しながら HPDS を作成し､国際事務局に送付する 

4. 国際会議出席 

① APRW 参加(ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ 2020 年４月開催予定) 

・ 日本からの参加者のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとして､日本協会､APRW 事務局と連絡をとり､参加に備える 

・ APRW 参加者の助成金受領者､金額の調整 

・ JASPARC 参加者のｻﾎﾟｰﾄ 

・ 参加後の報告書の作成､及び報告書作成義務者の取りまとめをして､日本協会の HP に掲載 

・  

14. スタッフ養成 

目的：STC educates and inspires actions for more fun and peaceful camps！ 

活動： 1.ＪＡＭおよび JNW で部会を開催（2019 年 10 月、2020 年 3 月） 

2.前年度大会のｴﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝを JAM で実施（2019 年 10 月） 
3.ｽﾀｯﾌ向けのｾｯｼｮﾝを JNW で実施（2020 年 3 月） 
4.各支部にて宿泊ﾄﾚｰﾆﾝｸ（SST）ﾞを実施 2020 年 4 月～9 月関東/ＹＭ、東海/YM、関西/ＹＭ 
5.ｷｬﾝﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰを対象としたﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施（2020 年 5 月～7 月） 
6 各ｷｬﾝﾌﾟ終了後にｱﾌﾀｰｷｬﾝﾌﾟﾘﾌﾚｸｼｮﾝを実施（2020 年 8 月～9 月） 
7 各支部の STC 委員会のｻﾎﾟｰﾄ：随時 
8.その他ｷｬﾝﾌﾟのｽﾀｯﾌのｻﾎﾟｰﾄ：随時 
9.ｽﾀｯﾌをｻﾎﾟｰﾄするﾄﾚｰﾅｰの育成：随時 

 
15.  支部活動 
 
●関東支部 
 
1.ﾋﾞﾚｯｼﾞ･ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ委員会 

･2019 年冬派遣および 2020 年夏派遣の実施 

･派遣対象者の集合教育を行うこと 

･児童の派遣業務 

･帰国後にｴﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝおよび ACE を行うこと 

･国内外で開催されるﾋﾞﾚｯｼﾞ及びｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟに派遣する児童を募集し選考すること 

･国内外に派遣する JC を募集し､面接を行った後に日本協会に応募者の推薦を行うこと 

2.ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ委員会 

休会中 
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3.指導者養成委員会 

(1) VL/SU/YM に参加するﾘｰﾀﾞｰ･ｽﾀｯﾌ･JC のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの実施 

(2) VL/SU/YM に参加する youth participant を対象とした派遣前教育(集合教育)､ 

派遣後教育(ACE)の実施 

(3) VL/SU/YM のﾘｰﾀﾞｰの募集･選考の実施 

(4) 日本大会(関東 SU)のｷｬﾝﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰおよびｽﾀｯﾌの募集･選考の実施 

(5) 支部内他委員会が実施する諸事業への協力 

(6) ＬＴＣ部会が実施する全支部合同研修への協力 

4.IPP 委員会 

・ 派遣者の募集活動､および派遣に際してのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施する  

  ・ 国際と各支部､参加者との間の連携､調整を行う  

  ・ JAM にて部会を開催する(IPP に関する情報交換､各支部の現状や要請等を意見交換) 

  ・ JNW にて YM･SC 部会と合同で参加者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施する｡(派遣者が決定済みの場合) 

  ・ IPP 関連情報を発信する(募集要項ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ紹介ビデオ) 

  ・ 派遣が増えるように募集方法等検討する  

・ 2021 年のＩＰＰ開催に向けて内容、場所などを検討する 

5.ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ委員会 

･ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ参加者を募集し､選考する 

･参加決定者に､派遣前のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ､および派遣後のｴﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ､ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを行う 

  ・JNW、JAM 等で IPP や YM の個人派遣者と共にﾄﾚ—ﾆﾝｸﾞやﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞを行い派遣準備をすると同時に、個人派遣者がより CISV にｺﾐｯﾄしやすい 

   環境を作り出す 

･参加者に､翌年度のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを手伝ってもらうことで､将来的なﾄﾚｰﾅｰを育成する 

･参加者が､ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ委員会の担い手として､その運営に積極的に携わるよう促す 

6.ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ委員会 

･JNW 参加(個人派遣者は部会研修及び必要に応じ LTC 研修参加) 

･JAM 参加(ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ部会､個人派遣者は部会研修参加) 

･2019 年度夏･冬派遣関連業務 

*派遣業務(会計､参加者への連絡､集合教育など)   *研修 

*派遣中の連絡､緊急時対応   *派遣後のｴﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ､ACE 

･2020 度派遣者の募集 

*募集業務(説明会､選考､採択通知など)   *研修 (ﾘｰﾀﾞｰと個人派遣者は JNW 参加) 

 ･個人派遣研修のﾄﾚｰﾅｰの育成 

*派遣参加者の翌年度以降の研修参加を促し､ﾄﾚｰﾅｰの育成を目指す 

*支部間での情報共有､LTC との連携 

7.ｼﾞｭﾆｱ委員会 

･初夏ﾊｲｷﾝｸﾞ（5 月または 6 月）、秋のﾊｲｷﾝｸﾞ（10 月または 11 月）を実施する 

・会報誌「ﾊﾛｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ」を発行する 

・ｸﾘｽﾏｽ会（12 月）での企画を担当する 

・ｼﾞｭﾆｱたちが継続的に参加できるよう、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを企画し、ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨを行う 

・ｼﾞｭﾆｱ部会のもと、四支部合同行事を実施する 

8.大会委員会 

･2021 年度冬実施ＹＭの企画･準備･実行 

期間 : 2020 年 12 月 2 週間 

場所 : 未定    12 歳を予定  

遠足 1 回 日程 未定 

9.広報委員会 

FROM11 の発行  送付 年 1 回 

関東ﾆｭｰｽの発行 送付 年 2 回                    

10.ﾓｻﾞｲｸ委員会 

(1)STEP 

2019 年度に引き続き､被災地でのｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ実施ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(Smile Tohoku Empowerment Project)を実施する｡ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰを行うと共に､被

災地の現状を視察する｡その後､報告会等の場所で､活動報告を行う｡報告することで､多くの人に被災地への興味を継続的にもらっても

らう｡また､他支部と連携して､｢防災教育｣という側面から防災対策に関する意識を高めてもらうﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実施する｡ 

日時:2019 年 10 月～11 月頃 1 泊 2 日（予定） 

場所:宮城県石巻市 

対象:16 歳以上 / 16 歳未満は保護者同伴であれば､参加可能 

定員:35 名(先着順) 

(2)親子の音楽会 

2019 年度に引き続き､小さな子供をもつ両親たちの日ごろの不安やｽﾄﾚｽ減少をﾃｰﾏとし､親子で気軽に参加できるﾐﾆ･ｺﾝｻｰﾄを開催する｡

と CISV activities を通じて､悩みを持ったお母さん達と小さい子供達に楽しい時間やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの場を提供する｡ 

日時: 2020 年 5 月～6 月頃 数時間程度 

場所:都内 

対象:3 歳までのお子さんと親御さん 
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（3）過疎ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

新規ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして人口減・過疎化の進む岩手県を対象に、現地域が抱える問題を学び、その対策や対応を地元の人たちと考え実行す

る 

日時:未定 1 泊 2 日 

場所:島根県 

対象:ｽﾃｯﾌﾟと同じ 

11.ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ委員会 

･緊急事態が生じた時の対応 

･LTC､個人派遣者 その他の教育制度に参加し､ﾘｽｸ教育が適正に行われるようにする 

12.財務委員会 

･支部事業費の管理､運営    

･その他の費用の管理 

13.総務委員会 

･情報の伝達 1 >国際及び日本協会他支部からの情報や依頼事項を関東支部内委員会へ連絡 

･情報の伝達 2 >緊急時連絡のﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ委員会の補佐 

･正副支部長の実務担当 >｢公文書作成｣ 

･委員会内の連絡･調整 >関東支部 14 委員会間の連絡及び調整 

･名簿作成･発送 >2018 年度委員会名簿 

･2020 年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加者名簿作成及び管理  

･会員管理 >関東支部会員の異動状況把握､会費請求 

･複数委員会､合同事業､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの調整･準備 >｢募集説明会｣｢選考会｣｢結団式｣｢壮行会｣｢報告会｣｢集合教育｣｢派遣見送り｣等 

･事務局管理 >整備･備品管理･PC/ｺﾋﾟｰ機/印刷機管理/事務員管理 

･正副委員長会議の設定･準備 >年 11 回開催 

･ｸﾞｯｽﾞ製作から販売､管理まで 

･航空券(海外･国内)及び JR･京成電鉄等 ﾁｹｯﾄ・ﾎﾃﾙの手配 >ﾋﾞﾚｯｼﾞ･ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ･ﾕｰｽ ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(ﾘｰﾀﾞｰ付のみ) 

･保険契約(国内派遣のみ) >ﾋﾞﾚｯｼﾞ･ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ ･ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(ﾘｰﾀﾞｰ付のみ) 

･保険契約 >ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保 険 

･会場予約 >関東支部主催の各会議及び集合教育等の会場確保 主にｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

･発送作業 >総会関係書類(年 2 回)､合同募集説明会､等 

･CISV 関東支部のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの内容を更新､改良､整備､管理 

14.会員交流委員会 

会員交流のためのｲﾍﾞﾝﾄ企画･運営を行います 

･冬ﾁｰﾑ報告会及び夏冬ﾁｰﾑ結団式(3 月)  ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ にて開催   

･夏ﾁｰﾑ壮行会(6 月 or 7 月)                    ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 国際交流棟にて開催    

･夏ﾁｰﾑ報告会(9 月)                    ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰにて開催 

･冬ﾁｰﾑ壮行会及びｸﾘｽﾏｽ会(12 月)       ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 国際交流棟にて開催 

･新年会 (1 月)                         鹿島新館などで開催  

・ﾘﾕﾆｵﾝ活動の補佐 

15.ＳＴＣ委員会 
 ・集合教育、ＪＮＷでの Staff ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実施 
 ・ｽﾀｯﾌ 1 泊 2 日研修 Super Weekend の実施 
 ・APRW2020 SU ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ派遣 
 
●東海支部 
 
1. 総務事業 

○総務委員会   ･支部委員会の開催(毎月)および案内の郵送    ･会員情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整備 

 ･ﾜｰﾙﾄﾞｺﾗﾎﾞﾌｪｽﾀへの参加  ･歴代支部長会の開催 

 ○財務委員会 ･年会費の徴収､予算案の作成､決算書の作成 

 ○電子ﾒﾃﾞｨｱ委員会 ･東海支部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの管理   ･電子ﾒﾃﾞｨｱ部会の基で各支部共通な事業を行う 

 ○会員交流委員会  ･歓送会､活動報告会､ｸﾘｽﾏｽ会､新旧合同懇親会の実施 

 ○広報･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ委員会 ･印刷広報物発行   ･広報誌の発行(年 3､4 回)   ･年間活動報告誌 

 ･ﾏｽｺﾐへの募集活動の広報 ･広報ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部会の基で各支部共通な事業を行う 

                      ・東海支部ﾎ—ﾑﾍﾟ—ｼﾞの管理 

2. 派遣事業 

 ○派遣委員会 ･東海支部が派遣するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加者の募集及び選考  

 ･東海支部が派遣するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾘｰﾀﾞｰの募集及び選考   ･旅行社との交渉 

 ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ部会の基で各支部共通な事業を行う   ･ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ部会の基で各支部共通な事業を行う 

 ○ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ委員会 ･ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ並びに参加者の募集､派遣を行う 

  ･ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ部会の基で､各支部共通な事業を行う 

3. 教育事業 

 ○教育委員会 ･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの開催   ･集合教育の実施  

 ○ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会 ･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ全般 
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4. 国内事業 

 ○ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ委員会  ･ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟへ参加者の募集､派遣を行う     ･ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ部会の基で､各支部共通な事業を行う 

 ○ﾓｻﾞｲｸ委員会 ･帰国後の集合教育(ACE)の実施 

  ･正式な国際ﾓｻﾞｲｸ活動を実現するための支部活動(その一環として準備､地域団体との連携した活動   

                  を模索等)を実現する 

 ･ﾓｻﾞｲｸ事業の実施   ･ﾓｻﾞｲｸ部会の基で､各支部共通な事業を行う    ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開催 

 ○指導者養成委員会 ･ﾘｰﾀﾞｰ､派遣児童生徒の教育一般    ･新ﾘｰﾀﾞｰ/JC の研修全般   ･JNW､ﾄﾚｰﾅｰ研修への参加 

  ･指導者養成部会の基で､各支部共通な事業を行う 

 ○ｼﾞｭﾆｱ会 ･25 歳以下のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ経験者を対象とした､交流のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施   ･機関誌の発刊 

 ･ｼﾞｭﾆｱ部会の基で､各支部に共通な事業を行う 

 ○調査研究委員会    ･調査研究担当理事から依頼されたｱﾝｹｰﾄ調査などを行う 

    ･調査研究担当理事の基で､各支部に共通な事業を行う 

 ○ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ委員会 ･ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施の検討   ･ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ部会の基で､各支部に共通な事業を行う 

 ○IPP 委員会  ･IPP 部会の基で､各支部に共通な事業を行う  

5.支部事業 

 ○YM 日本大会委員会  YM の開催   開催場所 : さもと館(予定)   期間 : 2020 年 8 月 

  

 

●関西支部 
支部活動は以下の 3 つと捉える。派遣事業、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開催事業、支部基盤を支える事業 
1. 派遣事業 

･2020 年度に派遣を予定されているﾋﾞﾚｯｼﾞ､ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ､JC､ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ､ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ､IPP の参加者を募集､選考の上、集合教育､派遣手

続き、渡航･帰国報告、帰国後教育までを行なう 

・ﾋﾞﾚｯｼﾞ/JC については募集と教育を担当する委員会を分ける 

〇ﾋﾞﾚｯｼﾞ･JC 募集担当委員会はﾋﾞﾚｯｼﾞ及び JC 派遣者に関する事項の募集をする 

〇ﾋﾞﾚｯｼﾞ･JC 募集担当委員会はﾋﾞﾚｯｼﾞ及び JC 派遣者、保護者の教育をする 

下記、各委員会はそれぞれのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの参加者の募集及び選考後の教育を行う 

〇ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ委員会、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ委員会、ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ委員会、ＩＰＰ委員会 

〇集合教育委員会は集合教育の主催（施設予約・使用料立替・参加者確認・報告・旅行業者との交渉、当日運営）を行う 

〇ＬＴＣ（指導者養成）委員会は、STC(ｽﾀｯﾌ養成)委員会と連携してﾘｰﾀﾞｰ、ｽﾀｯﾌの募集及び選考を行う、また、各員会と連携し、派遣に必

要な教育を行い、随時保護者への情報提供も行う、特に新年度のﾘｰﾀﾞｰ教育に注力する 

〇JB 委員会は新派遣者及びﾊﾟｽﾄｷｬﾝﾊﾟｰのｼﾞｭﾆｱを対象として集合教育などでｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨを行う 

  春・秋のﾊｲｷﾝｸﾞ等の企画進行を行う 「ｼﾞｭﾆｱ会ﾆｭｰｽ」誌の発行(年 6,7 回)を行う 

2. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開催事業 

2020 年度に予定される日本大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ)を実施する 

  〇日本大会委員会 

    ＹＭ開催 開催場所/時期 未定 

  〇STC(ｽﾀｯﾌ養成)委員会はｽﾀｯﾌを募集、選考する、選考後はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの準備に関してｽﾀｯﾌの教育を行う 

  〇ﾓｻﾞｲｸ委員会は、ﾓｻﾞｲｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを地域団体と連携して実施する 

     ﾓｻﾞｲｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開催 

     「私たちの食生活を考えよう（仮）」 

      ﾕﾈｽｺ無形文化遺産に登録された「和食」について、その素晴らしさを学び、現代社会の食生活の問題点を再認識する。 

      17 代にわたって農家を続けている農家(CISVer)から農業が抱える問題等話を聞き、稲刈りを体験やﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを通じて        

日本の農業の未来や食文化について考察する 

        Ages（対象年齢） 小学校 3 年～4 年以上 保護者同伴で参加 

        Area(対象地域) 三田市  時期 未定 

    歓送迎会･ｸﾘｽﾏｽ会等を主催する CISV ｸﾞｯｽﾞの立案､製作､販売､在庫管理をする 

3. 支部基盤を支える事業 

  〇総務委員会 

  ･支部会員･準会員の把握を行なう 

･支部委員会の招集と議事録の作成､総務事項業務を行なう 

･事務局･事務員の支援と管理を行なう 

･総会･JAM の手伝い､支部の全発送などを行う 

  〇財務委員会 

  ･会員会費の徴収､寄付活動の管理を行なう 

･支部活動費･管理費等の予算執行管理と各委員会支援業務を行なう 

･ﾊﾟｿｺﾝ会計を確立し､会計業務の簡素化を計る 

  〇広報委員会 

･ ｱﾆｭｱﾙﾚ ﾎﾟｰﾄの編集･発行を行なう 

･派遣者やﾘｰﾀﾞｰ及びｽﾀｯﾌ募集の PR､CISV 活動の内外 PR､ﾘﾘｰｽの作成と配付を年間通じて行なう 

･支部ﾆｭｰｽ「Here we are｣誌の発行(季刊･号外)を行なう 

     ・各種調査研究とＨＰのﾒﾝﾃﾅﾝｽを行う 

   ･CISV の活動におけるﾃﾞｰﾀ分析を行なう 

 ･必要文献の翻訳､会員･準会員のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化と整備事業を行なう 
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 〇ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会 

･緊急事態が生じた時の対応(緊急連絡先の把握･連絡先への周知) 

・ﾘｰﾀﾞｰ・ｽﾀｯﾌへのﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄの教育を行う 

･国際及び日本 CISV 協会でのﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに関する取り決め事項を､関係者が理解して遵守するように働きかけると共に情報の提供

を行なう 

   〇60 周年委員会 

    ・関西支部 60 周年に向けての準備を行う 

    ・また、会員交流の機会を設定して会員の定着化を促進する 

 

●九州支部 
 
1. 支部委員会 

 ･月に一度の支部運営委員会の開催   ･支部運営に関する全般的な把握  ･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの把握                

2. 派遣委員会 (VL) 

 ･国内外で夏開催されるﾋﾞﾚｯｼﾞ 1 ﾁｰﾑ派遣実施に向けての募集活動   ･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの管理･実施 

 ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ参加者(児童(11 歳)･JC(16-17 歳)･ﾘｰﾀﾞｰ(21 歳以上))の選考､派遣までの集合教育を行う    

3. 指導者養成委員会 (LTC) 

 ･新ﾘｰﾀﾞｰへの研修全般   ･ﾘｰﾀﾞｰ研修   ･ﾘｰﾀﾞｰ選考のｻﾎﾟｰﾄ  ･ﾓｻﾞｲｸ委員会､ｼﾞｭﾆｱ会との協力 

 ･ｼﾞｭﾆｱ会のｻﾎﾟｰﾄ  ･ﾘｰﾀﾞｰ間の親睦を深め､継続的な活動が出来るようなﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを計画･実施 

 4. ｼﾞｭﾆｱ会 (JB 11-25 歳) 

 ･会員外のこどもたち(11 歳以下)にｱﾋﾟｰﾙ､ﾊﾟｽﾄｷｬﾝﾊﾟｰとともにｱｸﾄ･ﾃﾞｲを実施 

 ･機関紙｢ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ｣の発行 年 4､5 回予定 

 ･継続的に参加できるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを計画･実行(JC･SC 参加者､ﾘｰﾀﾞｰ､ｽﾀｯﾌを育てる) 

5. ﾓｻﾞｲｸ委員会(MO) 

 ･正式な国際ﾓｻﾞｲｸ活動を実現するための支部活動(その一環として準備､地域団体との連携した活動を模索等)を実施する 

  ・国際ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの企画、実施 

6. ﾕｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ委員会(YM) 

 ･ﾁｰﾑ派遣､個人派遣実施に向けての募集活動  

 ･ﾘｰﾀﾞｰ､参加者(12-19 歳)の選考､集合教育(ﾐﾆｷｬﾝﾌﾟも含む)を行う 

 ･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの管理･実施  ･ﾘｰﾀﾞｰと個人派遣者の JNW､JAM への参加  ･派遣後のｴﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ 

7. ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ委員会(SC) 

 ･ｾﾐﾅｰｷｬﾝﾌﾟ参加者(17-18 歳)を募り､指導･教育 

8. ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ委員会(IC) 

 ･ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ実施に向けての情報収集  ･参加者(12-15 歳)の募集 

9. IPP 委員会 

 ･IPP 参加者(19 歳以上)を募集し､選考する   ･ﾄﾚｰﾅｰを育成する 

 ･参加決定者に､事前ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞおよび派遣後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ､ｴﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝを行う 

10. 広報･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ委員会 

 ･CISV の認知度を高めるための活動(ﾒﾃﾞｨｱ､地域とのつながりを深める) 

 ･活動報告誌の発行   ･HP の更新と HP を活用した広報･会員交流を推進 

11. 財務委員会 

 ･支部事業費･活動費の管理､運営   ･その他費用の管理   ･会費､寄付金の徴収  

12. 総務委員会 

 ･支部委員会の議事録の記録､作成  ･支部委員会のｻﾎﾟｰﾄ  ･各行事の会場手配  ･ｸﾞｯｽﾞの管理  

 ･事務局の管理  ･備品の管理 

13. 会員交流委員会 

･会員交流のための親睦会を企画実施 

14 STC 委員会 

   ・支部で開催する国際大会のｽﾀｯﾌ、大会委員会ﾒﾝﾊﾞｰの養成・ｻﾎﾟｰﾄ 


