
第１号議案 1 

2009 年 4 月～2010 年 3 月 

事業経過報告 
  
皆様の温かいご協力のもと、2009 年度も国内外におい

て幅広い活動を展開することができました。活動には会

員・協力者・ボランティアの皆様が、積極的に意見を交

わしながら参加してくださいました。大きな尽力を下さ

った皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 

● 総会員数 481名（正会員 395名 賛助会員 50名  

法人会員 36名 夢基金会員 52名）2009/6/1現在 

● 会報発行回数…5回（第 29号～32号、特別号） 

● メール通信配信…9回 

 

１.役員会・総会 

開催日時 活動内容 参加者名（敬称略・順不同） 

2009/4/10 
（日本東京） 

東京本部にて 

第１回役員会 

初鹿野惠蘭理事長、大鷲理事、遠藤理事、佃監事、村松監事、中村理事、桂理

事、東京本部事務局（七田怜・上田亜希子・筒井健） 

6/21 
（日本東京） 

八王子にて 

第９回定時総会 

初鹿野惠蘭理事長、杉谷隆志専務理事、遠藤功理事、中村有里子理事、大鷲修

平理事、初鹿野薫理事、桂正徳理事、唐澤英安理事、佃純誠監事、村松健児監

事、安達武史顧問、岩間辰志顧問、東郷浩顧問、小山久子顧問、片岡巖顧問、

寺内明子大宮支部長、山根祥利顧問、薄田榮光プロジェクトマネージャー、初

鹿野仁、濵﨑成之、増山章、峰尾勝美、三木秀隆、平田栄一、帯川明良様、那

須英人、奥脇弘久、佐々木英介、梅本霊邦、市川英雄、東京本部事務局（七田・

筒井）【ボランティア】桂貴美子、大塚美佐子 

7/14 
（日本東京） 

東京本部にて 

第２回役員会 

初鹿野恵蘭理事長、初鹿野薫理事、大鷲修平理事、遠藤功理事、中村有里子理

事、桂正徳理事、東郷浩顧問、東京本部事務局（七田・筒井） 

10/15 
（日本東京） 

東京本部にて 

第３回役員会 

初鹿野恵蘭理事長、遠藤功理事、唐澤英安理事、中村有里子理事、大鷲修平理

事、初鹿野薫理事、片岡巌顧問、小澤文穂顧問、東郷浩顧問、村松健児監事、

東京本部事務局（七田・筒井・稲田美鈴） 

2010/2/10 
（日本東京） 

東京本部にて 

第４回役員会 

初鹿野恵蘭理事長、杉谷隆志専務理事、遠藤功理事、中村有里子理事、大鷲修

平理事、桂正徳理事、山根祥利顧問、小澤文穂顧問、東郷浩顧問、佃純誠監事、

薄田榮光プロジェクトマネージャー、鈴木肇（会員／10 周年記念式典企画部長

／小さな壁新聞プロジェクトチーム）、狩野千尋（小さな壁新聞プロジェクトチ

ーム）、東京本部事務局（稲田・佐瀬祥子・山田美葉） 

 

２.協会主催・関連行事 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

第21校目老村小学校の子どもたち 

 

5月14日 昆明女子中での丘ヤス先生講演会 
熱心に聞き入る生徒たち 

12月 15日雲南省昆明市人民政府来日経済交流会 

ご挨拶する中国大使館総領事・許沢友 
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開催日時 活動内容 参加者名（敬称略・順不同） 

2009/5/18，

10/10，

2010/2/21 

会報誌「彩雲の南」
発送作業 

【ボランティア参加】狩野信子、安達武史、李贇、長屋智実、間香奈子、高
宮善立、濱津義男、大滝美佳他 

5/3・4 
（日本埼玉） 

さいたま市国際友好
フェア 

【ボランティア参加者】髙橋福子、鳥羽清弘、川口邦夫、大泉國雄、小川輝夫、市
川由美子、松尾ユイ、寺内憲一、服部恵美子、小野保、小野由美子、寺内明子
（大宮支部長） 

7/26 
（中国雲南省） 

講演会「夢に向かっ
て～21 世紀の中国
の女生徒達へ」 

【講師】丘ヤス（アルバートアインシュタイン医科大学名誉教授）【企画協力】三木秀
隆【参加者】昆明女子中学校生徒 160 名、教員 10 名、初鹿野惠蘭理事長、コート
ニーさん、昆明事務所【取材】昆明テレビ局、春城晩報 

9/21 
（日本埼玉） 

 

大宮支部中秋晩会 

【当日参加者】90名【ボランティア】鳥羽清弘、大泉国雄、川口邦夫、小川輝夫、青
柳茂樹、丸田智代、服部恵美子、市川久美子、松尾ユイ、平林知人、小俣小輝、
寺内憲一、加持久子、出浦伴子、佐藤賽、潟山真由美、広松幸江、大野由美子、
長井泰一、陳龍章、杉山千重子 

9/26 
（日本東京） 

中華人民共和国建
国 60 周年祝賀レセ
プション 

初鹿野理事長が出席しました 

10/17 
（日本埼玉） 

女子留学生日本語
弁論大会・東京中央
大会 

【主催】国連 NGO世界平和女性連合【参加】各国留学生約 50名 
初鹿野理事長が審査員を務めました 

11/4・5 
（日本東京） 

グローバルフェスタ
2009に出展 
 

日本最大の国際協力の祭典、６度目の出展【来場者】約10万人【ボランティア参加
者】近藤釼一、林秀子、原嶋希美、佐々木英介、長屋智実、薄田榮光、陳燕芸、
近藤森雄、楊林、安達武史、蔡偉、築山誠誠、下岡克幸、チョウバイバイ、初鹿野
仁、相馬美由紀、初鹿野恵蘭、東京本部（七田、筒井） 

11/14 
（日本東京） 

小さな壁新聞プロジ
ェクト・第 1 回ボラン
ティア会議 

【参加者】太田益富、後藤佳奈、吉田奈央、刁蓓蓓、高村郁子、陳燕芸、平田栄
一、鈴木肇、狩野千尋、唐澤英安理事 

11/21・22 
（日本東京） 

八王子いちょう祭 
【ボランティア参加者】峰尾勝美、峰尾洋子、井上祐子、師清史、李虹雨、李贇、
鈴木肇、佐々木英介、刁蓓蓓、小島香織、伊藤広樹、東郷浩、初鹿野惠蘭、稲田
美鈴・山田美葉（東京本部事務局） 

12/9 
（日本埼玉） 

第 5回チャリティゴル
フコンペ 

集まったチャリティーにより「25の小さな夢基金」生徒 3名を支援することが決定 
【コンペ参加者】36 名【ボランティア参加者】中村有里子理事、田井のり子、山田美
葉（東京本部事務局） 

12/15 
（日本東京） 

雲南省昆明市人民
政府来日経済交流
会 

協会は共催、日経新聞社から取材を受けました。【当日参加者】日中企業関係者
90名、岩間辰志顧問、片岡巌顧問、東郷浩顧問、中村有里子理事他 
【通訳ボランティア】楊棟、王珊、張南、及川勝洋、豊田永紅、李伏桃、大塚美佐
子、小澤真理子、斉藤遙、刁蓓蓓、梁睿 

12/16 
（日本東京） 

習近平副主席来日
懇談会 

初鹿野理事長が出席しました 

12/18 
（日本東京） 

チャリティー忘年会 

【参加者】100 名【忘年会ご挨拶】熊様（中華人民共和国駐日本国大使館領事部
領事）他【ボランティア参加】大塚美佐子、張南、梁睿、貝塚大祐、豊田永紅、田井
のり子、小林稔、佐々木英介、峰尾勝美、近藤森男、七田怜、三木秀隆、(有)ブラ
ンニューダンスマーケット、安田紀生子、片岡巖顧問、小澤文穂顧問、安達武史
顧問、中村有里子理事、遠藤功理事、大鷲修平理事、唐澤英安理事、桂正徳理
事、初鹿野薫理事、東郷浩顧問、村松健児監事、佃純誠監事、近藤釼一名古屋
支部長、初鹿野惠蘭理事長、稲田美鈴・山田美葉（東京本部事務局） 

2009/1/9 
（日本東京） 

小さな壁新聞プロジ
ェクト・第 2 回ボラン
ティア会議 

【参加者】及川勝洋、狩野千尋、佐々木彪坤、鈴木肇、平田栄一、広瀬悠、唐澤
英安理事 

1/15 
（日本埼玉） 

雲南省玉渓市海外
聯誼会視察団来日 

埼玉国際科学センターを見学しました。【中国側参加者】冷明徳、楊沢生、楊徳
運、黄文柱、周艶芬、謝光亜 【日本側協力】センター長須藤隆一、岩間辰志顧
問、三木秀隆、【同行】初鹿野理事長、曹光顧問、山田美葉(東京本部事務局)   

2010/1/17 
（日本埼玉） 

大宮支部新年会 
【当日参加者】 木村かおり、鳥羽清弘、大泉国雄、市川由美子、長谷川尚司、川
口邦夫、金子沙樹、寺内憲一、服部恵美子、丸山智代、大泉百合、山崎秀能、長
澤雪、永井泰一、岡崎文彦、岡崎るみ、斉藤頴、寺内明子、吉沢やな 
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1/18-26 
（中国雲南） 

国土交通省及び北
九州市による雲南省
環境視察 

初鹿野理事長が同行いたしました【視察団】国土交通省 北山内洋志、榊原隆、
（株)三菱総合研究所 吉川泉、北九州市建設局 福永泰之、御船雅寛、北九州市
環境局 青柳祐治、（財）北九州国際技術協力協会 佐々木恵子【協力】昆明市市
政府 

1/25 
（中国北京） 

昆明女子中学訪問 
「25の小さな夢基金」支援生徒との懇談会を行いました 
【参加者】初鹿野理事長、三木隆秀、林那（雲南支部事務局） 

2/9 
（日本東京） 

華人華僑新春会 中国大使館主催、初鹿野理事長が出席いたしました 

2/27 
（日本東京） 

小さな壁新聞プロジ
ェクト・第 3 回ボラン
ティア会議 

【参加者】太田益富、陳燕芸、平田栄一、鈴木肇、狩野千尋、佐々木坤彪 

3/8 

（日本東京） 

国際婦人デー記念
パーティー 

中国大使館主催、初鹿野惠蘭理事長が出席いたしました 

3/18 

（日本東京） 

雲南省人民政府来
日「魅惑の雲南」セミ
ナー 

雲南省政府が「経済貿易」「観光旅行」「外資導入」の 3つのセミナーを同時開催、
協会はそのうち外資導入セミナーの開催をお手伝いしました 
【全体参加者】約 500名【協会関係参加者】約 50名、初鹿野理事長、岩間顧問、、
東郷顧問、唐澤理事、初鹿野薫理事、曹光顧問、帯川明良、増山章他 

 

３.講演会 

開催日時 活動内容 参加者名（敬称略・順不同） 

2009/6/5 
工学院大学孔子学院「発展から取り残された子ど
もたち」講師：初鹿野惠蘭 

【ボランティア】安達武志、佐々木英介【受講者】50 名【協
力】工学院大学孔子学院、(株)ワッツアップ 

7/4 
株式会社ディアーズ・ブレイン（第 22 校両勒小学
校建設支援者）にて講演会 講師：初鹿野惠蘭 

【受講者】20名 

8 月 
神奈川県「教職員のための夏季教育講座」 

講師：初鹿野惠蘭 
【ボランティア】陳燕芸、大塚美佐子【受講者】20名 

12/29 
山梨県小菅村小菅小学校出張授業                                   
講師：平田栄一 

【受講者】児童、教員、父母など 30名 

 

４. 教育支援活動 

2009 年度、雲南省の少数民族貧困地域に新た 3 つの小学校

が開校、支援第 21・22 校目も年度末に竣工致しました。また、

貧困少数民族女子高生への１対１の就学支援制度「25 の小さ

な夢基金」で支援する生徒も 100 名を越えました。小学校建

設事業のフォローアップの一環として始まった「100 万回の

手洗いプロジェクト」も大きな成果をし、今後に繋がる大き

な前進の年となりました。 

 

 

 

 

 

 

支援第 19校目老木壩小学校 開校式にて 新しい校舎、嬉しいな！ 
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日 時 

場 所 
活動内容・参加者（敬称略・順不同） 

2009/4/18 

（中国雲南省） 

「50の小学校プロジェクト」支援第 19校目 老木壩小学校 開校式 

【参加者】初鹿野惠蘭、平田栄一、佐々木英介、八木重憲、小澤文穂顧問、小島岩男、樋口忠

治顧問、北川雅洋、石井敏雄、土田淳志、林則幸、木村和行、上田亜希子（東京本部事務局）、

内海圭子・林娜（雲南支部事務局）【現地パートナー】雲南省華僑弁公室、双江県統一戦線部、

双江県教育局他、小学校の児童・教員、村民の皆さん 

4/20 

（中国雲南省） 

「50の小学校プロジェクト」支援第 18校目 清平小学校 開校式 

【参加者】初鹿野惠蘭、平田栄一、佐々木英介、八木重憲、小澤文穂顧問、小島岩男、樋口忠

治顧問、北川雅洋、石井敏雄、土田淳志、林則幸、木村和行、上田亜希子（東京本部事務局）、

内海圭子・林娜（雲南支部事務局）【現地パートナー】雲南省華僑弁公室、双江県統一戦線部、

双江県教育局他、小学校の児童・教員、村民の皆さん 

6/7～6/14 

（中国雲南省） 

「100万回の手洗いプロジェクト」第 1回現地派遣活動 

【派遣】薄田榮光、七田怜（東京本部事務局）、林那・内海圭子（雲南支部事務局） 

【協力】陳建明、怒江教育局、白雲小学校他 

6/20 

（中国雲南省） 

「50の小学校プロジェクト」支援第 20校目 后山良洋小学校 開校式 

【参加者】初鹿野惠蘭、近藤釼一、平田 栄一、佐々木 英介、八木重憲、小澤文穂顧問、小島

岩男、樋口忠治顧問、北川雅洋、石井敏雄、土田淳志、林則幸、木村和行、上田亜希子（東京

本部事務局）、林娜（雲南支部事務局）【現地パートナー】麗江市華僑聨合会、麗江市古城区教

育局、麗江市古城区統一戦線部他、小学校の児童・教員、村民の皆さん 

6/25 

（日本東京） 

｢100万回の手洗いプロジェクト｣第 1回 開発課題への草の根的アプローチセミナー 

【講師】薄田榮光【参加者】40名 

6/30 

（中国雲南省） 

「25の小さな夢基金」第 1期生卒業式 

【参加者】初鹿野惠蘭、平田栄一、佐々木英介、八木重憲、小澤文穂顧問、小島岩男、樋口忠

治顧問、北川雅洋、石井敏雄、土田淳志、林則幸、木村和行、上田亜希子（東京本部事務局）、

内海圭子・林娜（雲南支部事務局） 

8/6～9/4 

（中国雲南省） 

「100万回の手洗いプロジェクト」第 2回現地派遣活動 

【派遣】薄田榮光、齋藤順子、弓削田裕子、七田怜（東京本部事務局）、林娜（雲南支部事務局）

【研修参加】支援小学校の先生方 31名【研修ボランティア】日中ボランティア 13名 

8/20～24 

東京 

「25の小さな夢基金」生徒 3名、関係者 2名が来日 

【協力】東京たまがわロータリークラブ、片岡巌顧問、樋口忠治顧問、平田栄一、石井敏雄、曹光

顧問、大塚美佐子 

2010/1/6～2/11 

（中国雲南省） 

「100万回の手洗いプロジェクト」第 3回現地派遣活動 

【派遣】薄田榮光、齋藤順子、山田美葉（東京本部事務局）、林那（雲南支部事務局） 

【研修参加】支援小学校の先生方 26名【研修ボランティア】日中ボランティア 12名 

 

※当協会の小学校建設事業は、建設費用を支援金と現地政府との折半で賄っており、建設工程では雲南省人民

政府僑務弁公室・雲南省帰国華僑聨合会をはじめ、現地人民政府教育局、現地村民や子どもたちのご家族から

のご協力を得、共に力を合わせて進めています。 

 

 

 

10 年に渡るご支援御

協力、本当にありがとう

ございます！これからも

応援してくださいね！ 



第２号議案

（金額：円）

科　　　目
Ⅰ　増加原因の部
　1 　　会費収入 5,448,120

　              　正会員 2,171,620
　　　　　　　　　賛助会員 586,000
　　　　　　　　　法人会員 729,000

25の小さな夢基金 1,961,500

　２　　寄付金収入 21,918,762
　３　　雑収入
　　　　　雑収入
　　　　　受取利息 7,363
　４　　その他の収入
　　　　　事業収入（本来事業） 1,327,637

合　計（Ａ） 28,701,882

Ⅱ　　減少原因の部
　１　　事業費 15,587,301
　　　　学校建設事業
　　　　　第17校目建設費後期 1,000,000

　　　　　第17校目机と椅子支援 400,000

　　　　　第18校目建設費 3,000,000

　　　　　第19校目建設費 3,000,000

　　　　25の小さな夢基金　32名分 480,000
　　　　学校視察、開校式の旅 1,564,418
　　　　中国民族文化・物産の紹介 1,142,883
　　　　災害支援金 5,000,000

　２　　管理費 11,135,007
　　　　　給与（職員）、賃金（パート） 5,421,021
　　　　　旅費交通費 1,052,042
　　　　　福利厚生費 665,585
　　　　　電話通信費 676,547
　　　　　交流会費 138,482
　　　　　事務消耗品費 627,619
　　　　　広告宣伝費 1,509,100
　　　　　支払い手数料 13,578
　　　　　会議費 67,694
　　　　　租税公課 0
　　　　　雲南支部家賃 706,781
　　　　　水道光熱費 26,212
　　　　　雑損失 50,558
　　　　　その他費用 175,488
　　　　　為替差損 4,300

合　計（Ｂ） 26,722,308
　当期正味財産増加額（Ａ）－（Ｂ） 1,979,574
　前期繰越正味財産額（Ｃ） 11,040,229
　期末正味財産合計額（Ａ）－（Ｂ）＋（Ｃ） 13,019,803

修正版ＮＰＯ法人 日本・雲南聯誼協会正味財産増減計算書(2008年度)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

金　　　　額

2008年度　会計収支の決算を致しました。

　　　　　　　　　　　　　　　平成21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21年5月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       監　事　　佃　純誠・村松　健児



金額：円

科　　　目

Ⅰ　増加原因の部

　1 　　会費収入 3,232,398

　　　　　　正会員 2,075,500

　　　　　　賛助会員 506,000

　　　　　　法人会員 648,000

　　　　　　昆明会員 2,898

　２　　寄付金収入 15,637,988

　　　　　　寄付金 12,466,488

　　　　　　25の小さな夢基金 3,171,500

　３　　補助金等収入

 　　　　　受託事業(100万回の手洗いプロジェク 8,349,209

　４　　雑収入

　　　　　雑収入 109,415

　　　　　受取利息 1,045

　５　　その他の収入

　　　　　事業収入（本来事業） 136,687

合　計（Ａ） 27,466,742

Ⅱ　　減少原因の部

　１　　事業費 17,639,182

　　　　学校建設事業

　　　　　　第19校目机と椅子支援 450,000

　　　　　　第20校目建設費 3,000,000

　　　　　　第21校目建設費 2,795,000

　　　　　　第22校目建設費 3,000,000

　　　　25の小さな夢基金 1,206,846

　　　　学校視察、開校式の旅 1,020,571

　　　　中国民族文化・物産の紹介 32,384

　　　　100万回の手洗いプロジェクト 6,134,381

　２　　管理費 14,584,564

　　　　　給与（職員）、賃金（パート） 8,965,808

　　　　　旅費交通費 1,205,090

　　　　　福利厚生費 1,079,957

　　　　　電話通信費 787,224

　　　　　交際費 129,710

　　　　　事務消耗品費 514,324

　　　　　広告宣伝費 833,500

　　　　　支払い手数料 23,497

　　　　　会議費 10,326

　　　　　租税公課 5,100

　　　　　雲南支部家賃 691,039

　　　　　雲南支部水道光熱費 18,397

　　　　　雑費 34,455

　　　　　雑損失 333

　　　　　為替差損 144,204

 

          法人税等 141,600

合　計（Ｂ） 32,223,746

　当期正味財産増加額 （Ａ）－（Ｂ） -4,757,004

　前期繰越正味財産額 （Ｃ） 13,019,803

　期末正味財産合計額 （Ａ）－（Ｂ）＋（Ｃ） 8,262,799

2009年度　会計収支の決算を致しました。

平成22年3月31日　理事長　初鹿野　惠蘭

　　　　　　　　　　　   会　　計　山田　美葉

　　　　　　　　　上記決算を監査したところ、適正であることを確認致しました。
  　　    平成22年 6月 2日  監　  事　佃　純誠・村松　健児

第２号議案

NPO法人 日本・雲南聯誼協会正味財産増減計算書(2009年度)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

金　　額



事業名 実施予定時期 実施予定場所
従事者予
定人数

受益対象者範囲
及び予定人数

支出見込
額（千円）

開校式ふれあいの旅 第21・22校目小学校開校式
2010年5月21日

～5月28日
雲南省昆明市

文山州
20人 当該校児童・教師・周辺

市域住民500人
300

卒業式参列の旅 昆明女子中学校卒業式参列 2010年6月末 雲南省昆明市 10人 当該校卒業生及び支援
者70人

150

早稲田大学国際コミュニティセンター
雲南少数民族の夕べ講演会

2010年7月 東京 10人 早稲田大学学生・教員・
関係者150人

50

昆明女子中学校講演会「夢はかなう」 2010年5月 雲南省
昆明女子中学

5人 昆明女子中学校生徒・教
員・協会会員160人

150

50の小学校プロジェクト23校目の建設 2010年8月 雲南省昭通市 30人 地元小学生・教員150人 3,000

50の小学校プロジェクト24校目の建設 2010年8月 雲南省臨滄市 30人 地元小学生・教員350人 3,000

小学校建設予定地視察 2010年2 回実施
雲南省昭通市

臨滄市
5人 地元小学生・地元住民・

政府関係者500人
300

小さな壁新聞プロジェクト 通年
東京及び雲南

省
10人

日中両国の小学生・対象
小学校周辺住民・協会会
員・協力者1500人

300

25の小さな夢基金
2010年4月～

2011年3月
雲南省昆
明女子中学

20人 昆明女子中学校春蕾クラ
ス生徒150人

1,875

25の小さな夢基金・来日交流事業 2010年7月 東京 10人 25基金支援生徒・協会
会員・協力者300人

1,000

さいたま国際友好フェア 2010年5月 埼玉 10人 一般来場者500人 50

第六回チャリティーゴルフコンペ 2010年8月 東京 20人 一般参加者100人 100

第三回小さなカメラマン写真展 2010年10月 東京 40人 一般参加者1000人 300

グローバルフェスタ 2010年10月 東京 40人 一般来場者500人 100

八王子いちょう祭り 2010年11月 東京 40人 一般来場者500人 100

協会10周年記念事業 2010年7月 東京 20人 協会会員・関係者・一般
来場者200人

300

（５）日本語及び中国語
教室の開催

（６）日本及び中国の保
健医療技術の紹介

保健衛生分野技術協力
プロジェクト

JICA草の根技術協力事業

100万の手洗いプロジェクト

2010年4月1日

～12月31日

怒江リス族自治
州・建水県・他
小学校と周辺

50人 対象地域の小学生・住民
1500人

1,592.22

（７）日本及び中国の環
境保全技術の紹介

環境プロジェクト
日中緑化交流基金による

植林プロジェクト
2010年12月 雲南省文山州 10人 対象地域の住民1000人 10,000

　　　2010年度　NPO法人日本雲南聯誼協会事業計画案　（2010年4月～2011年3月）　　　　　　　　　　　　　　　第３号議案

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、中国の教育の推進を図る為、学校建設とその後のコミュニティ形成を支援する。

２　事業の実施に関する事項

（２） 日本及び中国の民

族文化や科学技術及び
農業技術の紹介

講演会

学校建設関係事業（視
察・フォローアップ）

本年は行わない

学校建設

（４）日本及び中国の物
産の紹介

協会活動及び雲南に関
する広報活動

事業内容

（３）中国の教育の推進
を図る為の小学校建設
支援

（１）日本及び中国の実
地見学及び研修会･交
流会の実施



第４号議案

科　　　目 金　　　　額
Ⅰ　経常収入の部

　1 　　会費収入 4,074,000

　              　正会員（442名） 2,652,000

　　　　　　　　　賛助会員（54名） 648,000

　　　　　　　　　法人会員（43社） 774,000

 2　　事業収入 0

　　（１） 日本及び中国の実地見学及び研修会・交流会等の実施 0

　　（２） 日本及び中国の民族文化や科学技術及び農業技術の紹介 0

　　（３） 中国の教育の推進を図る為の小学校建設支援 0

　　（４） 日本及び中国の物産の紹介 0

　　（５） 日本語及び中国語教室の開催 0

　　（６） 日本及び中国の保健医療技術の紹介 0

　　（７） 日本及び中国の環境保全技術の紹介 0

　3　　寄付金収入 19,600,000

　　　　　  寄付金 15,100,000

           25の小さな夢基金（150名） 4,500,000

　4　　補助金等収入 11,592,220

　　　　　受託事業収入（100万回の手洗いプロジェクト） 1,592,220
　　　　　受託事業収入（植林プロジェクト） 10,000,000

　5　　雑収入 11,500
　　　　　雑収入 10,000
　　　　　受取利息 1,500

合　計（Ａ） 35,277,720
Ⅱ　　経常支出の部
　1　　事業費 22,667,220

　　（１） 日本及び中国の実地見学及び研修会・交流会等の実施 450,000

　　（２） 日本及び中国の民族文化や科学技術及び農業技術の紹介 200,000

　　（３） 中国の教育の推進を図る為の小学校建設支援
　　　　　　　小学校建設（第23校目、第24校目） 6,000,000
　　　　　　　小学校建設予定地視察 300,000
　　　　　　　小さな壁新聞プロジェクト 300,000

　　　　　　　25の小さな夢基金 1,875,000

　　　　　　　25の小さな夢基金・来日交流事業 1,000,000

　　（４） 日本及び中国の物産の紹介 950,000

　　（５） 日本語及び中国語教室の開催 0

　　（６） 日本及び中国の保健医療技術の紹介 1,592,220

　　（７） 日本及び中国の環境保全技術の紹介 10,000,000

　2　　管理費 14,310,000
　　　　　給与（職員）、賃金（パート） 9,000,000
　　　　　旅費交通費 1,000,000
　　　　　福利厚生費 1,000,000
　　　　　電話通信費 700,000
　　　　　交際費 200,000
　　　　　事務消耗品費 600,000
　　　　　広告宣伝費 850,000
　　　　　支払い手数料 25,000
　　　　　会議費 15,000
　　　　　租税公課 0
　　　　　雲南支部家賃 700,000
　　　　　水道光熱費 20,000
　　　　　雑損失 0
　　　　　その他費用 200,000

合　計（Ｂ） 36,977,220
　当期正味財産増加額（Ａ）－（Ｂ） -1,699,500
　前期繰越正味財産額（Ｃ） 8,262,799
　期末正味財産合計額（Ａ）－（Ｂ）＋（Ｃ） 6,563,299

ＮＰＯ法人日本・雲南聯誼協会　２０１０年度収支予算案
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで



第５号議案 

 

 

  平成２２年６月２７日をもって役員全員の任期が満了するため、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 初鹿野
ハ ジ カ ノ

 惠
ケイ

蘭
ラン

 
東京都八王子市東浅川町５３３－７ 

前理事長（再任） 

理 事 杉谷 隆一
スギタニ  リュウイチ

 
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南１－３－４２ 

前副理事長（再任） 

理 事 遠藤 功
エンドウ  イサオ

 
東京都八王子市久保山町２－２７－４ 

前理事（再任） 

理 事 桂
カツラ 

 正
マサ

徳
ノリ

 
東京都国立市谷保５０４１番地コスモガーデンＢ２０１ 

前理事（再任） 

理 事 初
ハ

鹿
ジカ

野
ノ

 薫
カオル

 
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） 

 

 

 



事業名 実施予定時期 実施予定場所
従事者予
定人数

受益対象者範囲
及び定人数

支出見込
額（千円）

開校式ふれあいの旅 第23・24校目小学校開校式 2011年4月 雲南省昭通市
臨滄市

20人 当該校児童・教師・周辺
市域住民500人

600

卒業式参列の旅 昆明女子中学校卒業式参列 2011年6月末 雲南省昆明市 10人 当該校卒業生及び支援
者70人

150

卒業生交流会 25の小さな夢基金・卒業生との交流会 2011年8月 雲南省昆明市 10人 当該基金支援者・卒業生
７０名

800

工学院大学孔子学院講演会 2011年 東京 5人 孔子学院学生・協会会
員・一般参加者100人

150

昆明女子中学校講演会「夢はかなう」 2011年5月 雲南省
昆明女子中学

5人 昆明女子中学校生徒・教
員・協会会員160人

150

50の小学校プロジェクト25校目の建設 2011年8月 雲南省 30人 地元小学生・教員200人 3,000

50の小学校プロジェクト26校目の建設 2011年8月 雲南省 30人 地元小学生・教員200人 3,000

小学校建設予定地視察 2011年2 回実施 雲南省 5人 地元小学生・地元住民・
政府関係者500人

300

小さな壁新聞プロジェクト 通年 東京及び雲南省 10人
日中両国の小学生・対象
小学校周辺住民・協会会
員・協力者1500人

300

25の小さな夢基金
2011年4月～

2012年3月
雲南省

昆明女子中学
20人 昆明女子中学校春蕾クラ

ス生徒150人
1,875

25の小さな夢基金・来日交流事業 2011年 東京 10人 25基金支援生徒・協会会
員・協力者300人

1,000

さいたま国際友好フェア 2011年5月 埼玉 10人 一般来場者500人 50

第七回チャリティーゴルフコンペ 2011年8月 東京 20人 一般参加者100人 100

第四回小さなカメラマン写真展 2011年10月 東京 40人 一般参加者1000人 300

グローバルフェスタ 2011年10月 東京 40人 一般来場者500人 100

八王子いちょう祭り 2011年11月 東京 40人 一般来場者500人 100

（５）日本語及び中国語
教室の開催

（６）日本及び中国の保
健医療技術の紹介

医療関係プロジェクト 日中両国の医師による技術交流 2011年 雲南省昆明市 10人 対象地域住民・病院関係
者1000人

500

（７）日本及び中国の環
境保全技術の紹介

環境プロジェクト
日中緑化交流基金による

植林プロジェクト
2011年4月 雲南省文山州 10人 対象地域住民1000人 10,000

（２） 日本及び中国の民

族文化や科学技術及び
農業技術の紹介

講演会

（１）日本及び中国の実
地見学及び研修会･交

流会の実施

　　　2011年度　NPO法人日本雲南聯誼協会事業計画案　（2011年4月～2012年3月）　　　　　　　　　　　　　　　　　第６号議案

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、中国の教育の推進を図る為、学校建設とその後のコミュニティ形成を支援する。

２　事業の実施に関する事項

事業内容

本年は行わない

（３）中国の教育の推進
を図る為の小学校建設
支援

学校建設

学校建設関係事業（視
察・フォローアップ）

（４）日本及び中国の物
産の紹介

協会活動及び雲南に関
する広報活動



第６号議案

科　　　目 金　　　　額
Ⅰ　経常収入の部

　1 　　会費収入 4,620,000

　              　正会員（500名） 3,000,000

　　　　　　　　　賛助会員（60名） 720,000

　　　　　　　　　法人会員（50社） 900,000

 2　　事業収入 0

　　（１） 日本及び中国の実地見学及び研修会・交流会等の実施 0

　　（２） 日本及び中国の民族文化や科学技術及び農業技術の紹介 0

　　（３） 中国の教育の推進を図る為の小学校建設支援 0

　　（４） 日本及び中国の物産の紹介 0

　　（５） 日本語及び中国語教室の開催 0

　　（６） 日本及び中国の保健医療技術の紹介 0

　　（７） 日本及び中国の環境保全技術の紹介 0

　3　　寄付金収入 19,600,000

　　　　　  寄付金 15,100,000

           25の小さな夢基金（150名） 4,500,000

　4　　補助金等収入 10,000,000
　　　　　受託事業収入（植林プロジェクト） 10,000,000

　5　　雑収入 11,500
　　　　　雑収入 10,000
　　　　　受取利息 1,500

合　計（Ａ） 34,231,500
Ⅱ　　経常支出の部
　1　　事業費 22,475,000

　　（１） 日本及び中国の実地見学及び研修会・交流会等の実施 1,550,000

　　（２） 日本及び中国の民族文化や科学技術及び農業技術の紹介 300,000

　　（３） 中国の教育の推進を図る為の小学校建設支援
　　　　　　　小学校建設（第25校目、第26校目） 6,000,000
　　　　　　　小学校建設予定地視察 300,000
　　　　　　　小さな壁新聞プロジェクト 300,000

　　　　　　　25の小さな夢基金 1,875,000

　　　　　　　25の小さな夢基金・来日交流事業 1,000,000

　　（４） 日本及び中国の物産の紹介 650,000

　　（５） 日本語及び中国語教室の開催 0

　　（６） 日本及び中国の保健医療技術の紹介 500,000

　　（７） 日本及び中国の環境保全技術の紹介 10,000,000

　2　　管理費 14,310,000
　　　　　給与（職員）、賃金（パート） 9,000,000
　　　　　旅費交通費 1,000,000
　　　　　福利厚生費 1,000,000
　　　　　電話通信費 700,000
　　　　　交際費 200,000
　　　　　事務消耗品費 600,000
　　　　　広告宣伝費 850,000
　　　　　支払い手数料 25,000
　　　　　会議費 15,000
　　　　　租税公課 0
　　　　　雲南支部家賃 700,000
　　　　　水道光熱費 20,000
　　　　　雑損失 0
　　　　　その他費用 200,000

合　計（Ｂ） 36,785,000
　当期正味財産増加額（Ａ）－（Ｂ） -2,553,500
　前期繰越正味財産額（Ｃ） 6,563,299
　期末正味財産合計額（Ａ）－（Ｂ）＋（Ｃ） 4,009,799

ＮＰＯ法人日本・雲南聯誼協会　２０１１年度収支予算案
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
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