
 

 

 

2018年度 通常総会議案 
 

特定非営利活動法人 日中児童の友好交流後援会 

 

議 案 書 目 次 

 

I. 報告事項 

2017年度一般報告事項 

 

II. 決議事項 

第 1号議案 2017年度事業報告および会計収支計算書承認の件 

第 2号議案 2018年度事業計画案および会計収支予算書案承認の件 

第 3号議案 役員人事案件承認の件 

 

 

 

2018年度通常総会次第 

 

日 時：2018年 5月 24日（木）午後 6時 00分より 7時 00分 

 

会 場：株式会社ヴィレッジ・セラーズ銀座スペース内会議室 

 

(1) 開会のあいさつ 

(2) 理事長あいさつ 

(3) 議長選出 

(4) 議事録署名人の選任 

(5) 審議 

(6) 閉会のあいさつ 
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I. 報告事項 

2017年度一般報告事項 

１．会員の状況 

2017年度末（2018年 3月 31日）における会員数および年度中の移動は次の通り。 

区  分 会 員 数 
2016年度末の 

会員数 

2017年度中の移動 

増減 

    会 員 80 100 -20 

 

２．理事会、総会、理事連絡会の開催状況 

 

（１） 理事会：理事会を 2017年 1月 26日（火）に開催し 2017年度通常総会に付議すべき事項を

議決した。 

 

（２） 総会：2017年度通常総会を 2017年 5月 25日（木）ヴィレッジセラーズ事務所内で開催し、一

般報事項の報告に次いで、以下の３件の議案を審議し、原案通り承認可決された。 

① 2016年度事業報告および収支決算報告 

② 2017年度事業計画案および収支予算案 

③ 役員人事案件 

 

（３） 理事連絡会：全理事への随時メール連絡および理事連絡会の随時開催により、各種の連

絡・検討・活動状況の報告を行った。 

① 理事長からの連絡事項 

② 会員の異動、会費・寄付金の状況 

③ 九三小学訪日団の受入計画、諸手続、訪問校およびホームステイ受入の状況  

④ 文通活動の参加校・参加人数・手紙の受取・翻訳手配・発送などの状況 

⑤ 訪中団派遣およびそれに伴う検討事項 

⑥ 助成金の申請、および結果 

⑦ 「会報白玉」などの広報資料の発行状況および中国理解のための資料作成・発行活動

の状況 

⑧ 国際理解教育活動の状況 

⑨ 会員交流活動の状況 
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II. 決議事項 

１．第１号議案  2017年度事業報告および会計収支計算書承認の件 

 

＜事業報告＞ 

2017年度総会で承認された事業計画案に沿って実施した状況は次の通り。 

 

（１) 旅順訪日団（第 22次旅順九三小学校訪日団）の受入 

2017年度訪日団の来日日程は 5月 30日（火）から６月４日（日）までの 5泊 6日。来日者は

旅順九三小書記と張月霞日本語教諭の２名を引率者とし小学 6年生５名（男子３名女子 2名）。

受入校は目黒区立鷹番小学校で、5月 31日と６月 1日の 2日間、体験学習と児童宅ホームス

テイをした。社会見学先は埼玉県小川町の手すき和紙センターを訪問。歴史や制作方法の

学習をし、葉書作成の体験をした。その後、長瀞に移動し、ライン下りの予定だったが天候の

影響でできなかった。 

訪日経費については、旅順九三小学校との連絡の結果、旅順九三小がフライト料金と宿泊

料および滞在中の保険料について全額負担した。後援会は社会見学先への交通費や入場

料等の費用は、全額後援会が負担した。 

また、随行や通訳として理事・監事、翻訳協力者の皆様のご支援をいただいた。これで

1993 年から開始されている訪日団により訪日体験をした子どもの合計数は 128 名とな

った。活動の詳細は写真を多数掲載した報告書を発行した。 

 

（２）文通活動の支援 

2017 年度は日本側 4 校と中国側 4 校との間で 1,792 通が往復した。参加者校と参加者数

は、日本側は、目黒区立鷹番小学校 144名、港区立御田小学校 131名、港区立高輪台小学校

101 名、江戸川区立上一色南小学校 72 名。中国側の文通交流校は旅順九三小学校、普蘭店

区皮口駅前小学校、大連市実験小学校、大連市中山区実験小学校だった。参加者数は例年

通り、日本側の文通希望者数に応じた人数に調整した。港区立南山小学校は文科省の英語教

育重点校になり多忙のため参加できなくなった。また中学の文通交流は日中双方の参加校の都

合で一区切りとなった。 

小学生の文通活動については、原則的には、いままでと同様の方法で行った。大連での連

絡は、引き続き劉瑛アドバイザーと肖輝理事が担当。翻訳協力者には 1 通 150円で協力を依頼

した。大連外国語大学日本語専門科の大学院生との連絡は肖輝理事が担当し、学生たちへの

謝礼は現金ではなく、春節前に人数分のプレゼントを送付した。 

「フレンドニュース」は年度末に年１回発行した。 
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（３）「朋友会」活動 

訪日経験者を中心として、本後援会の活動をサポートしている翻訳協力者や、中国人留学

生、日本に駐在している中国企業関係者やメディア関係者、大使館関係者等を後援会活動

関係者として、後援会の諸活動の紹介や報告などの情報提供をした。朋友会会員の趙洋洋さ

んがご夫君と来日し再会。おかげで、以前朋友会会長だった呉超さんとの連絡も再開した。 

 

（４）活動関係者の懇親交流 

2017年 12月に来日した旅順口区衣書記とは日程が調整できず面会できなかった。 

 

（５）広報活動 

「会報白玉」は年間 2回発行。2017年度は第４０号と第４１号を発行した。第 40号では故川

畑文憲氏の夫人、川畑マリ氏の追悼記事を掲載。第 41号には第 2代理事長板倉哲郎氏の追

悼特集とした。 

文通交流活動の広報誌である「フレンドニュース」は年度末に 1 回発行。2017 年度は第 37

号を発行した。 

また、文通交流校のための中国理解資料として「中国のママはつらいよ?！2018」を発行し

た。 

 

（６）国際理解教育に関する支援・協力 

文通交流校等からの要請は特になかった。 

 

（７）訪中団 

2017年度訪中団は諸事情により派遣しなかった。 
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＜会計収支報告＞ 
2017年度総会で承認された事業計画案に沿って実施した会計収支計算書は以下の通り。 

2017 年度会計収支予算書（2017 年 4月 1 日～2018年 3 月 31 日） 

項 目 2017 年度予算 2017 年度実績 備 考 

収入の部       

1. 会費・寄付金収入 1,300,000 1,205,377   

   年会費(正会員)   186,000    

   正会員寄付   1,019,377   

  会員外寄付 500,000 500,000 （公財）平和中島財団 

2. 雑収入(広告収入等)   2 銀行利子 

収入の合計 1,800,000 1,705,379   

支出の部       

1. 事業費       

   小学生訪日団への支援 500,000 468,737   

   文通活動支援 400,000 433,798   

   同窓会活動支援 20,000 120,000   

   活動関係者の懇親交流 100,000 12,768   

   広報活動 400,000 206,890 会報、広報、国際理解資料作成等 

   訪中活動 100,000 0   

  事業費合計 1,520,000 1,242,193   

2. 管理費       

   事務所経費 150,000 150,000   

   会合費(総会等) 50,000 47,078   

   通信（郵送）費 100,000 33,564   

   電話料 70,000 62,043 インターネット契約・ＦＡＸ等 

   事務用品費 40,000 41,017 封筒印刷他 

   旅費（国内）交通費 100,000 65,648   

   送金手数料 20,000 10,086 郵便振替口座他 

   雑費          50,000 28,733   

管理費合計 580,000 438,169   

支出の合計 2,100,000 1,680,362   

収支差額 -300,000 25,017   

前年度からの繰越金 345,248 345,248   

来期への繰越金 45,248 370,265   
             

（2018.3.31） 
  

 

 

 

 

 

 

りそな銀行 166,326 

ゆうちょ銀行 160,100 

振替口座 31,238 

現金 12,601 

合計 370,265 

前年度からの繰越金 345,248 

上記のとおりご報告申し上げます。 

2018 年 3 月 31 日 

 特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会 

理事長 江原規由 ㊞ 

審査の結果、収支は適正に処理されており、上記に相違あり

ません。 

2018 年 4 月 6 日 

監事 岩崎壽美子 ㊞ 
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２．第 2号議案 2018 年度事業計画案および会計収支予算書案承認の件 

 

＜事業計画案＞ 

（１）旅順訪日団 

   長年続けてきた訪日団活動だったが、当初の目的であった「文通相手との実際の出会

いに対する夢」や、「日本語学習優秀者へのご褒美」としての意義がほとんど消滅し、

日本と中国ともに、社会の変化に伴う多忙化による学校現場での負担が増大してきた

様子が見受けられるようになってきた。後援会の受入態勢も、経済的、人的課題がま

すます増大し、事業全般に対する危機管理への懸念がさらに増大してきた。そこで訪

日団活動の内容を根本的に見直し、すべての合意が得られれば実施を検討したい。 

 

（２）文通活動の支援 

小学生の文通活動については、原則的には、いままでと同様の方法で行う。大連での連絡

は、引き続き、劉瑛アドバイザーと肖輝理事に依頼。 

「フレンドニュース」は中国語と日本語の両国語で年１回発行する。 

 

（３）「朋友会」活動 

訪日経験者を中心として、本後援会の活動をサポートしている翻訳協力者や、中国人留学

生、日本に駐在している中国企業関係者やメディア関係者、大使館関係者等を後援会活動

関係者として、後援会の諸活動の紹介や報告などの情報提供をしていく。 

 

（４）活動関係者の懇親交流 

時宜に応じて、来日する旅順・大連関係者との懇談や、交流会等を実施する。 

 

（５）広報活動 

会報「白玉」を年 2 回発行し、文通交流活動の広報誌である「フレンドニュース」を日中両言

語で年度末に 1 回発行する。また、文通交流校の子ども達のための中国理解資料を作成す

る。 

 

（６）国際理解教育に関する支援・協力 

文通交流校から要望のある各行事へのプログラム支援・協力をする。 

 

（７）訪中団 

2018年度訪中団を企画し実施する。 
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３．第 3号議案 役員人事案承認の件について 

下記のとおり、役員の任期満期に伴い再任することを提案する。任期は定款の規定どおり２年とする。 

 

                      記 

 

役職名       氏 名        備 考                    

理事    江原規由   （再任） 

理事    成川育代   （再任） 

理事    榊原淳子   （再任） 

理事    江原孔江   (再任) 

理事    肖 輝    （再任） 

理事    福川由巳子  （再任） 

理事    神崎龍志   （再任) 

理事    勝尾 修   （再任） 

理事    坂本千代子  (再任) 

理事    奥野竜太郎  （再任） 

理事    富樫史生   （再任） 

理事    相培妮      (再任)） 

監事      岩崎壽美子   （再任） 

以上 
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＜会計収支予算書案＞   

2018 年度会計収支予算書案は以下の通り。 

2018 年度会計収支予算書（2018 年 4月 1 日～2019年 3 月 31 日） 

項 目 2018 年度予算 備 考 

収入の部     

1. 会費・寄付金収入 1,000,000   

    年会費(正会員)     

    正会員寄付     

  会員外寄付 500,000 （公財）平和中島財団 

2. 雑収入(広告収入等)   銀行利子 

収入の合計 1,500,000   

支出の部     

1. 事業費     

    小学生訪日団への支援 300,000   

    文通活動支援 400,000   

    同窓会活動支援 100,000   

    活動関係者の懇親交流 100,000   

    広報活動 100,000 会報、広報、国際理解資料作成等 

    訪中活動 20,000   

  事業費合計 1,020,000   

2. 管理費     

    事務所経費 20,000   

    会合費(総会等) 50,000   

    通信（郵送）費 50,000   

    電話料 50,000 インターネット契約・ＦＡＸ等 

    事務用品費 50,000 封筒印刷他 

    旅費（国内）交通費 100,000   

    送金手数料 10,000 郵便振替口座他 

    雑費          50,000   

管理費合計 380,000   

支出の合計 1,400,000   

収支差額 100,000   

前年度からの繰越金 370,265   

来期への繰越金 470,265   

 


