NPO 法人 日本雲南聯誼協会事務局

2002 年 4 月〜2003 年 3 月までの活動記録
4/4 ・・・・・・ 専務理事杉谷先生

１９回炭火展

（高山会員／唐澤理事／中村理事／初鹿野理事／理事長

新宿にて）

4/5 ・・・・・・ 日本財団との勉強会
（唐澤理事／村松教授／佃教授／理事長
4/6 ・・・・・・ 近藤会員 名古屋から上京

赤坂にて）

（杉谷専務理事／理事長

新宿にて）

4/9 ・・・・・・ 片岡顧問と面談
(唐澤理事／理事長

技術評論社本社・代表取締役 片岡社長・のある目黒にて)

4/12 ・・・・・ 宮原会員と面談

（理事長

事務局にて）

4/30 ・・・・・ 雲南省で MBA のセミナーの勉強会（唐沢理事／理事長

カナダ大使館にて）

5/8 ・・・・・・ JAS の濱崎成之様から協会へ寄付金の贈呈

事務局にて）

5/9 ・・・・・・ ビオラ編集長と面談

（理事長

（三島会員／理事長

5/10 ・・・・・ 協会主催チャリティコンサート開催（理事長

新宿にて）

立川にて）

5/11 ・・・・・ 役員会

（立川にて）

5/13 ・・・・・ 協会会計の打ち合わせ

（遠藤理事／理事長

立川にて）

5/16 ・・・・・ 読売新聞取材

（小山顧問／理事長

事務局にて）

516 ・・・・・・ 法政大学 NPO 法人について

（小山顧問／理事長

事務局にて）

5/18〜19 ・ 日本経営工学会春季大会

（唐澤理事／理事長

慶應義塾大学にて）

5/20 ・・・・・ 総会議案書の打ち合わせ

（遠藤理事／理事長

立川にて）

5/22 ・・・・・ 第 6 号会報発行
5/28 ・・・・・ 技術評論社へ訪問

（杉谷専務理事／理事長

5/31 ・・・・・ 役員会

（立川にて）

6/2 ・・・・・・ 事務局会議

（事務局にて）

6/5 ・・・・・・ 日本財団大野部長、北原脳神経外科見学（理事長同行

目黒にて）

八王子にて）

6/12 ・・・・・ 多摩国際交流センターの中村会長と面談（歌川会員／中村理事／理事長
6/18 ・・・・・ 役員会

（立川にて）

6/20 ・・・・・ 総会総合司会 増田さんと打合せ

（理事長

事務局にて）

多摩市にて）

6/22 ・・・・・ 第２回定時総会
6/24 ・・・・・ 長野県とシャングリラ県の姉妹都市締結にむけての打合せ
（小田原顧問／小澤社長／理事長
6/29 ・・・・・ 湘南友好協会総会出席

東京駅にて）
（理事長

藤沢にて）

7/3 ・・・・・・ ビオラ取材〜ＮＰＯのリーダー達〜→2003 年出版予定

（事務局にて）

7/5 ・・・・・・ 昆明理工大学 陳健明先生来日
（AM）佃教授と経営工学セミナー打合せ（唐澤理事／理事長 赤坂にて）
（PM）陳先生の歓迎会（唐澤理事／村松教授／佃先生

赤坂にて）

7/6 ・・・・・・ 陳先生の歓迎会

（小山顧問／理事長

八王子にて）

7/11 ・・・・・ 読売新聞取材

（北原理事／理事長

北原脳神経外科病院にて）

7/12 ・・・・・ ホームページ作成のための打合せ（理事長／片岡顧問

技術評論社にて）

7/12 ・・・・・ 同じように小学校設立をしている興学社にて面談（理事長
7/17〜7/25 第３回

雲南の旅

興学社にて）

実施

7/19 ・・・・・ 日中茂実友好小学校開校式＝当協会が設立した小学校の３校目＝
（中野会員／東郷会員／相川さん／高島さん／理事長）
中国雲南省迪慶チベット族自治州シャングリラ県にて

7/25〜8/3 昆明市医療視察団来日
7/27 ・・・・・

〝

東海大附属八王子病院視察
（三島会員／中村理事／初鹿野会員／理事長）

7/28 ・・・・・

〝

医療視察団歓迎会（協会主催）

7/29 ・・・・・

〝

八王子市役所表敬訪問
（小山顧問／町田前議長／北原理事／大鷲監事／理事長）

7/29 ・・・・・

〝

北原脳神経外科視察（北原理事／理事長）

8/3 ・・・・・・ 昆明市医療視察団帰国

8/7〜18 ・・ 経営工学セミナー開講
（村松教授／佃教授／唐澤理事／理事長同行

昆明市 昆明理工大学にて）

8/24〜29 ・ 長野県とシャングリラ県との姉妹都市締結にむけてシャングリラ県現地視察
（小澤社長／長野県宮澤議員／白馬村笹川村議員／理事長

シャングリラ県にて）

9/2 ・・・・・・ 9/7 多摩市ひじり館において開催予定の文化交流会の打ち合わせ
（中村理事／歌川会員／理事長

事務局にて）

9/7 ・・・・・・ 多摩市ひじり館において「雲南の人と文化にふれる集い」と題して雲南省を紹介
（相川さん／歌川会員／羅会員／初鹿野会員／中村理事／理事長
9/18 ・・・・・ ホームページ製作会社「エムワン工房」訪問

多摩市にて）

（片岡顧問／理事長

四谷にて）

9/26〜9/28 長野県とシャングリラ県との姉妹都市締結にむけて長野県現地視察、県議会へ訪問
（小澤社長／長野県宮澤議員／白馬村笹川村議員／理事長
10/1 ・・・・・ 水墨画教室ＯＰＥＮ･･･毎月 第 1 第 3 火曜日開校

長野県候補地数箇所）

(協会事務局にて)

10/12〜15 昆明理工大学 楊学長他２名来日
懇親会(唐澤理事／遠藤理事／桂理事／初鹿野理事／村松教授／佃教授／小澤社
長)
10/25 ・・・・ ビオラパーティ

（理事長）

11/2〜4 ・・ 多摩市国際交流センター主催「国際フェスティバル」参加・・雲南省の特産品販売・・
（歌川会員／理事長

多摩市にて）

11/5 ・・・・・ 会報第 7 号発行
11/11 ・・・・ 西南航空新潟支社長と面談（理事長

理事長宅にて）

11/13 ・・・・ チャリティゴルフの打合せ

（片岡顧問／矢田部会員／理事長

技術評論社にて）

11/18 ・・・・ 国際協力シンポジウム参加

グローバリザーションと貧困・平和―国を越えたパートナ

ーシップ
（理事長

国際オリンピック記念青少年総合センターにて）

11/23〜24 八王子いちょう祭り初参加
（ボランティア参加：王さん／小山さん／相川さん／高島さん／池田さん／三島会員／
東郷会員／峰尾会員／初鹿野会員／小山顧問／初鹿野道子会員）
11/21〜24 専務理事杉谷先生所属の「水墨画協会北京百展」出席
（杉谷専務理事／片岡顧問／理事長

北京にて）

11/27 ・・・・ ゴルフコンペと忘年会の打合せ（片岡顧問／矢田部会員／桂理事／理事長
11/27 ・・・・ 協会の活動運営について（日端顧問／初鹿野理事／桂理事／理事長

目黒にて）

水天宮にて）

11/28 ・・・・ 協会会計の打ち合わせ（遠藤理事／理事長／池田さん
12/5 ・・・・・ ホームページ製作会社「エムワン工房」訪問
12/11 ・・・・ NPO 法人設立運営センター訪問（理事長

遠藤事務所にて）

（理事長

四谷にて）

新宿にて）

12/11 ・・・・ ２１世紀カンボジアを支援するためのコンサート（三島会員／理事長

新宿にて）

12/14 ・・・・ 協会主催、技術評論社支援「雲南チャリティゴルフコンペ」開催
（協会関係者含め 40 名参加

高根カントリークラブ）

12/17
(AM) ・・・・ 財団国際部長と雲南省訪問の打合せ（片岡顧問／理事長

日本財団本社にて）

(PM) ・・・・ チャリテコンペの慰労会（片岡顧問／矢田部会員／理事長

恵比寿にて）

12/21
(AM) ・・・・ 経営工学セミナー来年度打合せ（唐澤理事／村松教授／佃教授
(PM) ・・・・ 忘年会

新宿にて）

〜技術評論社のご協力により〜
（100 名出席

ホテルグランドヒル市ヶ谷にて）

1/9〜16 ・・ 日本財団国際部長 雲南省訪問 （理事長 雲南省にて）
1/28 ・・・・・ 中国大使館パーティー
2/4 ・・・・・・ 経営工学セミナー打合せ（唐澤理事／村松教授／佃教授／理事長
2/7 ・・・・・・ 技術評論社・電通訪問

（片岡顧問／理事長

新宿にて）

目黒／日本雑誌協会にて）

2/13
（AM） ・・・ 専務理事杉谷先生所属の「水墨画協会東京二百展」出席
（杉谷専務理事／片岡顧問／理事長

新宿にて）

（PM） ・・・ 役員会
（杉谷専務理事／唐澤理事／遠藤理事／大鷲監査／中村理事／片岡顧問
他２０名

新宿にて）

2/22 ・・・・・ 多摩国際交流会議

（歌川会員

多摩市）

2/23〜28 ・ 日中雑誌経営セミナー

（片岡顧問／理事長

北京にて）

3/5〜9 ・・・ 雲南省麗江東巴文字研究所

（片岡顧問／理事長

雲南省にて）

3/11 ・・・・・ 企業交流視察団来日のための打合せ
3/12 ・・・・・ 国際交流センター設立１０周年記念実行委員会応援のため中国大使館へ後援依頼

(歌川会員／理事長

)

3/16〜24 ・ 企業交流視察団
3/17
（AM） ・・・ 技術評論社、みずほ銀行本社視察

（片岡顧問／理事長）

（PM） ・・・ 技術評論社主催：懇親会（片岡顧問／矢田部会員

恵比寿にて）

3/18
（AM) ・・・・ 横浜産業振興公社（唐澤理事／村松教授／理事長

横浜にて）

（PM） ・・・ ソニー･ショールーム見学（
・・ データ・ケーキ・ベーカ主催：懇親会（唐澤理事／村松教授／理事長

浜松町にて）

3/19
（ＡＭ） ・ 日本ミクロコーティング㈱ 山梨プラント工場視察

（片岡顧問／理事長

（ＰＭ） ・ ㈱東研 諏訪工場視察

（片岡顧問／理事長 長野にて）

3/20 ・・・・・ 富士電機㈱松本工場パワー半導体部視察（理事長
3/21 ・・・・・ 協会主催：視察団懇親会

山梨にて）

松本にて）

(杉谷専務理事他関係者２０名

新宿にて)

3/22 ・・・・・ 大阪視察等

3/27
（AM） ・・・ 経営工学セミナー打合せ（唐澤理事／村松教授／佃教授／理事長
（PM） ・・・ 東京貿易会談（片岡顧問／理事長

昆明にて）

3/29〜30 ・ 協会主催、技術評論社支援「雲南チャリティゴルフコンペ」開催
(協会関係者含め２０名参加

福島にて)

義捐金１０万

新宿にて）

