
特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会 

第 4回 定時総会次第 

 
日 時  平成１6年 6月 19日（土）午後 3時 00分～  

(その後、同会場別室にて懇親会 午後 4時 30分～6時 30分) 
場 所  ホテルメトロポリタン エドモント 定時総会 3Ｆ千鳥の間 
                      懇親会  1Ｆクリスタルホール 
    司  会 中村有里子 
 
１、 開 会 の こ と ば 
 
1、 理 事 長 の 挨 拶 
 
1、 来 賓 の 祝 辞 
 
1、 議 長 の 選 任 
 
1、 議事録署名者の選任 
 
1、 報 告 事 項 
    ２００３年度会務報告 
 
1、 議 事 
  第１号議案  ２００３年度事業経過報告及び承認について 
  第２号議案  ２００３年度会計収支決算報告・会計監査報告及び承認について 
  第３号議案  ２００４年度事業計画案審議について 
  第４号議案  ２００４年度会計収支予算書案審議について 

 
１、 閉 会 の こ と ば 



2004年６月１日 

NPO法人 日本雲南聯誼協会事務局 

 

2003年 4月～2004年 3月までの活動記録 
 
時の流れは早いもので、2003 年度も多忙を極めたあっという間の一年間でしたが、皆様の温か
いご協力をいただき、予想以上の活動が出来ましたことを深く感謝致します。 

2003 年度は、八王子から目黒への事務局の移転や、第 4、第 5 校目となる小学校の開校等、本
当に多くの有意義な活動ができました。これらの活動を無事に進められたのも、ひとえに皆様のお

かげでございます。 
一年間の当協会活動内容を下記の通り簡単に記しましたので、どうぞ御一読いただきますようお

願い申し上げます。 
 
 
 
5/4    チャリティーバーベキュー（戸泉会員／峰尾会員／理事長ほか多数）秋川網代渓谷にて 
5/13   国際フェスタ inTAMA2003 参加 
5/26   役員会 （立川遠藤事務所にて） 
5/29 ·········協会事務所移転準備始まる 八王子から目黒へ 
6/10   役員会 （立川遠藤事務所にて） 
6/21··········NPO日本・雲南聯誼協会 2003年度総会開催 (八王子にて) 
7/6 ···········湘南日中友好協会総会 （理事長 湘南にて） 
7/29 ········· NPOアジアネットワーク設立へ向けての打ち合わせ （理事長 新宿にて） 
8/29 ·········協会役員会  

(根岸顧問／片岡顧問／村松監事／佃監事／杉谷専務理事／遠藤理事／唐澤理事 
桂理事／初鹿野理事／中村理事／理事長 協会事務所にて)  

9/4～11·····北京・雲南へ出張 （理事長） 
9/14 ·········興学社創立 20周年記念 第十二回興学社大学研修会出席 （理事長 多摩にて） 
9/21～10/1 雲南へ出張 （理事長 雲南にて） 

1、 第４校目となる小学校の建設確認の為、現地への視察 
2、 「３Ｈスカラシップ」の皆様のご好意による来年の学校建設予定地の視察 
3、 雲南省海外交流協会理事会及び世界雲南同郷会大会出席 

10/3 当協会招聘により、昆明理工大学の日本語科の馬紅先生が中央大学において 6ヶ月間 
日本語研修開始 

10/7 ·········「３Ｈスカラシップ」の事務局へ訪問 （理事長 西荻窪にて） 
10/30········茅ヶ崎第一中学校 講演会 ―教育支援について―   (理事長 湘南にて) 
11/1··········近藤釼一様ご一家、名古屋よりご来訪 寄付金を頂く 
11/6～13  第５回「雲南省秘境の旅」当協会が支援して第４校目となる小学校の開校式に参列 
       昆明市・怒江州・大理・麗江にて  
11/17········香港国際交流協会会長 丁楷恩氏ご来訪 
11/25········小原大典様、苫米地李紗様（時間芸術学校クリカ）ご来訪 寄付金を頂く 
11/26········忘年会開催のための打ち合わせ 

（岡本正紀様／小崎昭夫会員／水野賢三会員／水口俊裕会員／矢田部禎夫会員／理事長 

目黒事務局にて） 
11/26········ＪＲ総連（全日本鉄道労働組合総連合会） 

書記長 山下信二様ご来訪 
 



11/27········ＪＲ総連（全日本鉄道労働組合総連合会） 
書記長 山下信二様、企画部長 クワ野洋三様、政策部長 高田博光様、ご来訪 
法人会員ご入会、寄付金を頂く 

12/4 ·········青木宏之先生（３Hスカラシップ）ご来訪 
第 5校目の小学校の建設について理事長と会談 

12/6 ········· 2003年度 忘年会の開催 
12/16～30 日本雲南産官学ソフトアライアンスフォーラム in Japan 
      雲南理工大学より大学教授陣８名来日 
      （唐澤理事・佃監査・村松監査・鈴木） 
12/23～12/30雲南省昆明市填池管理局環境調査団来日 

12/24 当協会で環境セミナー（高橋会員／本城会員／初鹿野会員） 
12/25 琵琶湖視察 
12/29 箱根視察 

12/20～31 雲南省へ出張 トンパ文字本出版記念パーティー出席 （理事長/杉谷専務理事/片岡顧問） 
 
2004年 
1/11～1/14  北京へ出張 北原病院 北京の脳神経外科を視察（理事長/北原理事） 
1/19    日本財団・大野部長と事務所にて教育支援プロジェクトについて会談（理事長） 
2/7～2/12  雲南と香港へ出張（理事長） 
2/20    日本財団にて アジア小学校プロジェクトについて打ち合わせ （理事長） 
2/24    テレビ朝日 大谷映芳氏 理事長と雲南省取材打ち合わせ 
2/26～3/4 第６回「雲南省秘境の旅」当協会支援第５校目小学校「日中天真小学校」開校式に参列 
      昆明市崇明県にて 大理・麗江訪問 
1/28～2/3  雲南風情展を埼玉県上尾市にて開催（事務局羅ケイ明／理事長他） 
3/8     中国大使館国際婦人レセプション出席（理事長） 
3/12    遠藤理事と決算の打ち合わせ（事務所にて） 
3/14～3/16 香港・深セン出張 技術評論社が大公報新聞社と印刷会社を視察（理事長/片岡顧問） 
3/17～3/23 雲南省出張 昆明市 北原病院視察  
3/24    役員会（理事長／遠藤理事／北原理事／桂理事／初鹿野理事／大鷲理事／佃監査 

唐澤理事／小山顧問 八王子にて） 
3/30    練馬区国際クラブ 岡沢礼子会長・会員の渡辺様・若林様・今井様ご来訪  

寄付金をいただく 
 
 

 



第２号議案 
 

２００3年度 特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会 会計収支決算書 
                                      （単位：円） 

科   目 金   額 
Ⅰ  収入の部  
 １  会費収入 正会員 623,000 
         賛助会員 162,000 
         法人会員 45,000 830,000
 ２  寄付金収入 6,623,217 
 ３  雑収入  
     受取利息 17 
 ４  その他の収入  
     事業収入（本来事業） 20,705 
  当期収入合計（Ａ）  7,473,939
  
  
Ⅱ  支出の部  
 １  事業費  
     学校建設費  

第４校目   1,100,000  
第 5校目   1,680,000  

     見学会費 0  
     医療視察事業費 0  
     セミナーの開催費 0  
     民族舞踊公演会費 0 2,780,000 
 ２  管理費  
     広告宣伝費 245,948  
     賃金（パート） 491,390  
     電話通信費 246,834  
     事務消耗品費 171,519  
     旅費交通費 574,803  
     水道光熱費 27,109  
     会議費 24,250  
          交流会費 35,680  
     支払い手数料 14,820  
     租税公課 22,300  
     福利厚生費 155,874  
     賃借料 130,000  
     雑費 40,634 2,181,161 
 当期支出合計（Ｂ）  4,961,161
 当期収支差額（Ａ）－（Ｂ）  2,512,778
 前期繰越収支差額（Ｃ）  1,003,391
次期繰越収支差額（Ａ）－（Ｂ）＋（Ｃ）  3,516,169

 
         2003年度 会計収支の決算を致しました。 
               平成 16年 3月 31日 
                   理事長  初鹿野 恵蘭 
                   会 計  七田 怜 
         上記、決算を監査したところ、正確適正であることを確認致しました。 
               平成 16年 6月 1日 
                   監 事 村松 健児・佃 純誠 



第３号議案 
 
 

２００4年度 特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会事業計画書（案） 
２００4年４月１日 ～ ２００5年３月３１日まで 

 
 
１ 事業実施の方針 
   日本と中国の友好を願う人々に対して、教育現場の見学及び医療技術の普及。 
   中国の教育の推進を図る為、学校建設を支援する。 
 
 
２ 事業の実施に関する事項 

事業名 事業内容 
実 施 
予 定 
時 期 

実 施

予 定

場 所

従事者

の予定

人 数

受益対象者 
の範囲及び 
予 定 人 数      

支出見 
込み額 
（円） 

見学会 雲南省の見学 2004年 7月 
2004年 8月 雲南省

5人 
７人 

雲南省教育

関係者 
各 70人 

100,000 
100,000 

医療視察 日本の医療の
紹介 2004年 6月 雲南省 5人 

雲南省農業

関係者 
20人 

100,000 

学校建設 雲南省に学校
を建設 2校 

2004年 10月
2005年 3月 雲南省

7人 
7人 

雲南省学校

関係者 
各 70人 

1,800,000 
1,800,000 

セミナー

の開催 

昆明理工大学

で経営工学セ

ミナー 
2004年 8月 雲南省 ５人 

雲南省の大

学関係者 
８０人 

100,000 

学校交流 
雲南玉渓華培

学校来日  

交流会 
2004年 9月 日本 10人 

雲南省華培

学校の生徒 
１０人 

100,000 

 



第４号議案 
 

２００４年度 特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会 会計収支予算書（案） 
 
 
                                      （単位：円） 

科   目 金   額 
Ⅰ  収入の部  
 １  会費収入  2,000,000 
 ２  寄付金収入 2,500,000 
 ３  雑収入  
     受取利息 100 
 ４  その他の収入  
     事業収入（本来事業） 100,000 
  
  当期収入合計（Ａ）  4,600,100
  
  
Ⅱ  支出の部  
 １  事業費  
     学校建設費  

第 6校目   1,800,000  
第 7校目   1,800,000  

     見学会費 200,000  
     医療視察事業費 100,000  
     セミナーの開催費 100,000  
     学校交流費 100,000 4,100,000 
 ２  管理費  
     広告宣伝費 300,000  
     賃金（パート） 1,800,000  
     電話通信費 300,000  
     事務消耗品費 180,000  
     旅費交通費 600,000  
     水道光熱費 0  
     会議費 30,000  
          交流会費 35,000  
     支払い手数料 20,000  
     租税公課 22,300  
     福利厚生費 155,000  
     賃借料 0  
     雑費 40,000 3,482,300 
 当期支出合計（Ｂ）  7,582,300
 当期収支差額（Ａ）－（Ｂ）  －2,982,200
 前期繰越収支差額（Ｃ）  3,516,169
次期繰越収支差額（Ａ）－（Ｂ）＋（Ｃ）  533,969

 


