
第１号議案 

 

２００５年 4月～２００６年３月の事業経過報告 

 

２００５年度もおかげさまで以下のように様々な活動を展開することができました。第６、７校目の

小学校が無事に開校したり、また第 4校目の小学校と沖縄にある小学校とがフレンドシップ協定を結ん

だりと当協会の主軸活動である教育支援にも大きな前進が見られました。 

積極的にご協力くださった役員はじめ会員、ボランティアの方々にこの場を借りてお礼申し上げます。 

 

● 初鹿野理事長雲南省出張回数…5回・香港出張 2回  

● 会報発行回数…4回 

● メール通信配信…18 回 

 

4/15・・・・２００５年度役員会開催（理事長／遠藤功理事／鷲修平理事／正徳理事／北原茂実理事／

杉谷隆志専務理事／佃純誠監事／中村有里子理事／村松健児監事／事務局スタッフ） 

4/25・・・・初鹿野理事長雲南出張 中華文化学院訪問・小学校プロジェクト会議（理事長） 

4/30・・・・第２回ネイチャーフェスティバルに出展 

２０,８００円の売上げ（JR総連の皆さま／ボランテ
ィア小山巌太・田中貞明・頓楠・楊揚／事務局七田） 

 

5/3・・・・ 墨美展パーティーに参加（近藤釼一会員/理事長／ 

片岡顧問／七田） 

5/12・・・・東京事務局にて会計監査実施（佃純誠監事） 

5/27・・・・第２回役員会（決算役員会）開催（１０名参加） 

5/31～6/7  理事長雲南省出張 

（４つの会議出席と８月の開校式・懇親会についての話 
  し合い、支援が決定した第８校目他撒小学校の支援関 
  係書類の調印のため） 

 

6/25・・・・第５回定時総会と懇親会 

 

7/9・・・・ 第２回チャリティーコンサート開催 

寄付金２１,０１０円をいただきました。 

（歌手の高山さん／ピアニストの永瀬さん／企画運営                  
 の中村理事ほかボランティアの皆さん） 

 

7/2～9・・・胡暁幸先生の水彩画展を開催。主催・湘南日本中国友好協会。協力・日本・雲南聯誼協会 

      （初鹿野理事長／片岡顧問） 

7/26・・・・中日観光交流促進大会参加（理事長/片岡顧問） 

 

8/4～7・・・ワイルドライフ映像祭参加（理事長） 

8/12・・・・日本・雲南聯誼協会５周年記念懇親会 

8/17-24・・・・第 6,7 校目小学校開校式参列 

  8/8 第 7 校目「日中果科僑心小学校」開校式 

第４校目「日中藤誼僑心小学校」と沖縄久米島の「仲里

小学校」とのフレンドシップ協定書の調印式 

  8/9 第 6 校目「日中青那桶僑心小学校」開校式 

（ツアー 理事長/北原理事/二見/七田他会員３５名） 

 

9/2・・・・ 岐阜県高山市訪問（理事長／片岡顧問） 

9/12・・・・第３回役員会開催（理事長／遠藤功理事／桂正則理事／唐澤英安理事／杉谷隆志専務理事

中村有里子理事村松健児監事／事務局スタッフ／懇親会から片岡巖顧問） 

9/29・・・・中国建国５６周年祝賀レセプション（理事長／片岡顧問） 



9/9～16・・ 運動会で国際交流（嘉悦大学の山田寛教授と 7名の大学生/林那） 

9/17～・・・・初鹿野理事長雲南省出張 技術評論社トンパカレンダー最終打ち合わせなど 

 

10/1～2 ・・グローバルフェスタＪＡＰＡＮ２００５参加（理事長

／ボランティア近藤釼一・真砂泉・神立めぐみ・本田

才子・彌永準一・陸維・小山巌太・楊林・張萌・中村

修一郎・鄭小丹） 

10/10・・・第３回雲南省教育支援チャリティーゴルフ大会 

総額２６,３００円。 

片岡顧問からチャリティー募金 １００,０００円。 

10/21・・・雲南観光・投資促進説明会懇親会 

（理事長／北原理事、唐澤理事／片岡顧問／中村社長

（昭和情報プロセス㈱・法人会員）） 
 

11/19・・・・第 2回雲南懇話会参加（理事長／七田） 
11/20・・・・5周年記念チャリティー忘年会開催（理事長） 

チャリティーバザー売上げ ７５，３８３円 

企画「第 7校目小学校にバスケットコートを！」寄付金 ２９３,７８７円 

 

12/3 ・・・・NPO/NGO 報告会「今、国境を越えて、支援の連帯を」参加（杉山/七田） 

12/17・・・ 昆明事務局忘年会開催 

12/28・・・ 東京事務局忘年会開催 

 

1/6 ・・・・森睦夫さん写真展開催（理事長／ボランティア大久保） 

1/8 ・・・・新春餃子パーティー（峰尾夫妻・金子春美・高橋真・大越恭治・東郷浩・北原茂実・北原

梓・歌川隆介・杉山智美・寺内明子・寺内正男・神立めぐみ・大久保智子・初鹿野夫妻） 

1/19～21・・臨滄双江の小学校視察（二見） 

セーブザチルドレンの同行で 2校を視察。 

1/22-25・・ 理事長香港出張 

1/31・・・・TC パ-タクラブ主催・東京異業種経済交流会参加（理事長／協力者の三井博康様） 

 

2/2・・・・ 小林尚礼先生 出版記念会開催（理事長/七田） 

2/6・・・・ 国際協力活動ワークショップ参加（理事長／七田） 

2/8・・・・ 中国大使館春節パーティー（理事長） 

2/16～22・・理事長、雲南省出張 小学校視察 （理事長/二見） 

雲南省司法庁の同行で思茅・建水の小学校を 2校訪問、雲南省華僑連合会との会談 

2/24・・・・第 4回役員会開催（北原茂実理事、中村有里子理事、遠藤功理事、桂正則理事、唐澤英安 

理事、初鹿野恵蘭理事長、村松健児監事、佃純誠監事、峰尾勝美様（協会会員）、野々山 

尚毅様、吉田純二様（NHK）七田・狩野） 

 

3/24・・・・雲南商務庁、積水化学を訪問（理事長／七田） 

同一行 技術評論社を訪問（片岡顧問） 

3/21・・・・昆明事務局おひろめ会（南里/二見/林） 

3/24-27・・ 理事長香港出張（理事長／樋口忠治顧問／曹光顧問） 

3/27・・・・中国語作文コンクール授賞式 小出和夫会員第三位入 

賞（七田／小出会員） 

3/28・・・・北原脳神経外科病院、中国・雲南進出プロジェクト説 

明会参加（北原理事/理事長/七田） 



第３号議案 

２００6年度 日本雲南聯誼協会事業計画案 
２００6年４月１日 ～ ２００7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） 

学校建設 
 

雲南省に学校

を建設 
 

10校目 （6月～10月）
 
11校目（6月～10月） 
 
12校目（8月～12月） 
 
13校目 （３月～） 

麗江市玉龍県

 
建水県白云郷

 
思茅市曼等郷

 
保山市 

5人 
 

5人 
 

5人 
 

5人 

400人 
 

200人 
 

400人 
 

300人 

1,800,000 
 

2,900,000 
 

3,000,000 
 

2,000,000 

学校視察 小学校予定地

視察 

2006年 8月 
 

（昆明事務局から随時）

シャングリラ 
 
各小学校 

5人 
 

５人 

400人 
 

500人 

200,000 
 

200,000 
第 10・11校目
小学校開校式 

2006年 10月 7日～10月
16日 雲南省 35人 600人 200,000 

開校式ツアー 
第 12校目小学
校開校式 2007年 2月 雲南省 15人 400人 100,000 

交流会 雲南の民族文化

紹介 
2006年 6月 

（雲南省経済促進会） 
日本 
東京 40人 80人 50,000 

中国の民族文

化・物産の紹介 

グローバルフェ

スタにおいて出

展、広報活動雲

南説明会 

2006年 10月 日本 
東京 40人 500人 130,000 

 



特定非営利活動法人日本・雲南聯誼協会

（金額：円）
科　　　目

Ⅰ　　収入の部
　1 　　会費収入　（正397　賛47　法47） 3,792,000
　              　正会員 2,382,000
　　　　　　　　　賛助会員 564,000
　　　　　　　　　法人会員 846,000

　２　　寄付金収入 10,300,000
一ツ橋財団　3,000,000　西部ガス900,000
日本財団　6,400,000
　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） 14,192,100

Ⅱ　　支出の部
　１　　事業費 10,780,000
　　　　学校建設費
　　　　　第10校目 1,800,000
　　　　　第11校目 2,900,000
　　　　　第12校目 3,000,000
　　　　　第13校目 2,000,000
　　　　　学校視察 600,000
　　　　　開校式ツアー 300,000
　　　　　交流会 50,000
　　　　　中国民族文化・物産の紹介 130,000

　２　　管理費 7,505,627
　　　　　給与（職員）、賃金（パート） 4,080,000
　　　　　旅費交通費 1,600,000
　　　　　福利厚生費 500,000
　　　　　電話通信費 400,000
　　　　　交流会費 233,627
　　　　　事務消耗品費 280,000
　　　　　広告宣伝費 300,000
　　　　　支払い手数料 56,000
　　　　　会議費 50,000
　　　　　租税公課 1,000
　　　　　賃借料 0
　　　　　水道光熱費 0
　　　　　雑費 5,000
　当期支出合計（Ｂ） 18,285,627
　当期収支差額（Ａ）－（Ｂ） -4,093,527
　前期繰越収支差額（Ｃ） 10,000,429
次期繰越収支差額（Ａ）－（Ｂ）＋（Ｃ） 5,906,902

金　　　　額

　日本・雲南聯誼協会活動予算案
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

第４号議案



第５号議案 

 
   定款第１４条第１項の定めに基づき、下記役員の選任を求めます。 
 
 

 
役 名 

（フリガナ） 
 

氏  名 

住     所 
役     職 

理 事  ハジカノ  ケイラン

初鹿野 恵蘭  
東京都八王子市東浅川町５３３－７ 
前理事長（再任） 

理 事 スギタニ  リュウイチ

杉谷  隆一  
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南１－３－４２ 
前副理事長（再任） 

理 事 エンドウ  イサオ

遠藤  功 
東京都八王子市久保山町２－２７－４ 
前理事（再任） 

理 事 カツラ   マサノリ

桂   正徳 
東京都日野市栄町４－２５－１２－２０３ 
前理事（再任） 

理 事  ハジカノ  カオル

初鹿野 薫  
東京都八王子市東浅川町３０２－７ 
前理事（再任） 

理 事 北原
キタハラ

  茂実
シ ゲ ミ

 
東京都八王子市大和田町４－１－１８北原ＲＤビル３Ｆ 
前理事（再任） 

理 事 中村
ナカムラ

 有里子
ユ リ コ

 
東京都日野市多摩平６－３５－２ 
前理事（再任） 

理 事 唐澤
カラサワ

  英安
ヒデヤス

 
東京都多摩市桜ヶ丘１－５３－４６ 
前理事（再任） 

理 事 大鷲
オオワシ

  修平
シュウヘイ

 
東京都多摩市落川１２７０－２ 
前理事（再任） 

監 事 村松
ムラマツ

  健児
ケ ン ジ

 
神奈川県平塚市北金目１１１７ 
前監事（再任） 

監 事 佃
ツクダ

  純誠
ジュンセイ

 
東京都世田谷区玉堤１－２８－１ 
前監事（再任） 

 
 
 


