
岸和田市日本大韓民国親善協会からのお知らせ
第 7回 2016年 6月 22日

2016年度定期総会及び懇親会が開催されました。

2016年 6月 3日（金）岸和田グランドホールにて 2016年度定期総会を開催いたしました。

今年度の総会は役員改選の年にあたります。2015
年度の事業報告と決算報告を承認いただいた後に役

員改選を行い、役員体制を強化するため理事の増員を

承認いただきました。続いて 2016年度の事業計画と

予算も承認されました。

総会に続いて行われました懇親会では、会長挨拶の

あと、来賓として岸和田市長信貴芳則様、岸和田市議

会副議長西田武史様、在大阪大韓民国総領事館総領事

河泰允（ハ テユン）様の挨拶文を領事 姜鎬曾(カン

ホズン)様が代読いただき、最後に、岸和田市の姉妹

都市のソウル特別市永登浦区からお越し頂いた訪問

団6名を代表して、永登浦区韓日親善協会 会長 韓榮

洙(ハン ヨンス）様にご挨拶を頂戴し、協会顧問の久

禮修一氏による乾杯の発声で会食が始まり、和やかな歓談のうちに交流を深めました。

○総会の概要 開催日時：2016（平成 28）年 6月 3日（金曜日） 総会：17:30～18:15 懇親会：18:30～20:30
総会参加者数 81818181名（招待 15名 役員 21名 法人 13名 個人 31名）総会のみ出席：1名

○総会の議事進行

① 平成27年度事業報告

② 平成27年度決算報告

③ 平成27年度監査報告

④ 役員改選

⑤ 平成28年度事業計画案

⑥ 平成28年度予算案

⑦ その他

① 平成27年度事業報告

協会創立15周年と位置づけて年間の活動を進めました。26年度末から15周年記念実行委員会を設置し、協会の

足跡を整理確認する作業を進め、そのデータを基にしたホームページを総会の日に合わせて公開いたしました。

4月16日の永登浦区韓日親善協会総会出席に始まり、3月末の役員会まで29回、のべ382人の参加を得て活動

させていただきました。協会創立15周年としての記念講演「江戸時代の日韓交流・ 朝鮮通信使と岸和田藩」には

一般参加の聴衆も36名を数えました。講演のテーマである「朝鮮通信使」については、日韓合同で世界記憶遺産

への登録をめざして連繋して取り組んでいます。

② 平成27年度決算報告

決算の内収入の部では、総合計で3,206,132円で予算額より50万円程度の増額となりました。

大きな要因として、年会費で107,000円、事業参加費で192,000円、寄付金で200,000円の増額があります。

支出の部では、事業費で101,490円、会議費で35,069円、積立金で100,000円の増額があり、事務費では

111,935円の減額がありました。結果として次年度への繰越金が 391,508円となりました。

また、27年度に新設した積立金は予算100,000円のところ予算の状況を勘案して100,000万円を増額して

200,000円といたしました。この積立金は、次年度に岸和田市とソウル特別市永登浦区との姉妹都市締結 15周年を

迎えることを踏まえて事業展開の基盤を補うことを目的としています。



③ 平成27年度監査報告

4月20日に、収支に関する帳簿類を監事お二人に監査いただき、結果を報告していただきました。

④ 役員改選

平成26年度に選任されました役員の任期（2年）が来ることを踏まえて役員改選を行いました。諸般の事情によ

り今期限りで退任される4人の理事の補充に加えて、次年度に予定される姉妹都市締結 15周年を円滑に迎えるた

めに役員体制の強化を図りたいと、合計 36名の理事と2名の監事を事務局から提案させていただきました。

提案は、異議無く承認されました。理事の内から会長以下の役員を選任するため、議長指名の選考委員会を設置

し協議の結果、会長以下の新役員体制案が決まり、選考委員会からの報告が総会で異議無く承認され、新たな役員

体制（2年）が発足することになりました。

⑤ 平成28年度事業計画案

年度の事業としては特別なことを行わず次年度を見据えた取り組みを行うことで2点の重点的な活動が承認され

ました。

●来年度の岸和田市とソウル特別市永登浦区姉妹都市締結 15周年に向けて準備を進めます。日韓関係も新たな

局面を迎え、岸和田にも縁のある「朝鮮通信史」についても世界記憶遺産登録をめざして日韓が共同提案するな

ど関係改善の流れが見えます。岸和田市でも、我々日韓親善協会での交流以外にも、文化・スポーツ・若者の交

流が定着していますが、より一層の交流促進に向けて取り組んでいきたいと考えています。特に、市立産業高等

学校と漢江メディア高校の若者の交流の数的なさらなる拡大に向けて関係方面への要請をしていきます。また、

行政間交流も2010年（平成22年）に区庁長が来岸されて以来疎遠になっています。これらの事を踏まえて来年

度に向けて幅広くご意見を集約して計画を立案していきたいと考えています。

●創立15周年記念事業の一環として開設したホームページなどの広報活動を充実いたします。

⑥ 平成28年度予算案

特に新規事業を行わないため例年程度の予算規模といたしました。収入総額で2,485,568円で昨年度より221,512

円の減額といたしました。特に、寄付金では昨年度より 400,000円の減額といたしました。

支出の部では、事業費を1,571,000円とし、協会創立記念事業を行った昨年度より300,000円の減額といたしま

した。

※これらの関連資料として、総会の議案書をホームページにアップしています。ダウンロードもできますので総会に

参加頂けなかった皆様は是非ともご覧ください。

2016（平成 28）年度 岸和田市日本大韓民国親善協会 役員名簿

役職 氏名 役職 氏名 役職 氏名 役職 氏名

顧問 信貴芳則 会 長 福山信宏 理事 井上源次 理事 鳥居宏次

同 中井秀樹 副会長 中塚貴志 同 稲田悦治 同 中井良介

同 久禮修一 同 平松久雄 同 太田正和 同 中塚茂春

同 松村博史 同 山本雄一 同 梶野昭太郎 同 西田武史

同 永野孝男 同 上村義人 同 河合 馨 同 服部益也

相談役 垣見大志朗 同 住吉憲治 同 北野勝彦 同 林 武士

同 永野耕平 会計 左倉恒和 同 京西且哲 同 平松忠雄

同 野口 聖 事務局長 万代博史 同 河野 彪 同 藤浪勝三

同 新井正準 監事 西田 昌 同 重田忠男 同 松本妙子

同 新川久雄 同 浜崎宣弘 同 清水利一 同 三森勇作

同 山本治雄 同 田中隆治 同 室田光重

同 月城東吉 同 矢野繁和

同 辻 宏 同 矢野芳信

同 寺田 歩 同 渡辺黎子



活動報告 ・ 2/12 市議会議長・副市長への要望活動（ハンガンメディア高校との交流拡大について）参加 5名

・ 2/19 永登浦区からのマラソンランナー合同歓迎会（五風荘にて）参加 5名

・ 2/21 永登浦区からのマラソンランナー慰労会（わたみん家にて）参加 19名

・ 3/30 役員会（マドカホールにて） 参加 8名

・ 4/15・ 16 永登浦区韓日親善協会総会に出席 参加 2名

・ 4/20 役員会（マドカホールにて） 参加 16名

・ 5/20 役員会（マドカホールにて） 参加 12名

・ 5/25 役員会（総会準備会・マドカホールにて） 参加 8名

・ 6/3 定期総会開催（岸和田グランドホールにて） 参加 81名

・ 6/4・ 5 総会の日程に合わせて来岸いただいた永登浦区韓日親善協会の 6名を有馬温泉方面に

ご案内し、翌日は道頓堀周辺を案内 参加 8名

ホームページをご覧ください！ホームページをご覧ください！

15周年実行委員会で収集した情報を基礎に、昨年の総会の日から公開しています。

URL:http://k-nikkan.jp/ です。以下のような構成になっています。

トップページ・・・最初に表示される画面です。左に構成内容が列記されています。画面の写真は永登浦区にある汝

矣島の桜並木で毎年花まつりが開催されるソウルで一番の桜の名所です。

ページの一番下にはお知らせ一覧が日付順に並んでいます。

●協会について

○規約・・・協会の活動の基本を定めた規約類が収録されています。

○協会のあゆみ・・・2000年の準備会以来の大きな足跡を紹介しています。

○入会案内・・・・・協会への入会ご案内です。申込書のダウンロードもできます。

○お問い合わせ・・・協会の連絡先や問い合わせ方法を紹介しています。

●ソウル特別市永登浦区について・・・永登浦区の概要を紹介しています。永登浦区HPをクリック

していただきますと永登浦区のホームページ（日本語）に繋がります。

○岸和田市と永登浦区の交流について・・・交流一覧はコチラをクリックしていただくと1992年以降の交流状況

の一覧が表示されます。大きく右半分が行政間の交流、左半分が民間交流という構成になっています。永登浦区

との交流のあゆみが概観できます。

●協会の活動について

○15周年記念実行委員会の開催・・・ホームページを作る段階で開催した実行委員会の記録です。

○記念総会の開催・・・平成27年度総会を記念総会と位置づけました。その記録です。

総会資料もここからダウンロードできます。

○記念講演について・・・記念講演「江戸時代の日韓交流－朝鮮通信使と岸和田藩」の概要を紹介しています。

記念講演のレジメもここからダウンロードできます。

○お知らせ版の発行・・・2014年7月以降発行している「お知らせ版」をここで見ていただけます。

またダウンロードもできます。

○アルバム・・・記録写真をみていただけます。アルバムはコチラからをクリックしていただきますとアルバムの

ページに移ります。ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ（マイフォト）でアルバムが年代順に並んでいない場合は、右上に

ある「並べ替え」を「アルバムのタイトル」に変更してください。

●関連リンクサイト・・・岸和田市の国際関係や総領事館など関係のあるホームページへのリンクです。

○団体・法人会員・・・協会会員の内、法人会員を列記し、ホームページを持っておられる法人についてはリンク

させていただいています。

御意見・アイデアを広く募ります。御意見・アイデアを広く募ります。 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

永登浦区との交流一覧などを参考にしていただき永登浦区との交流一覧などを参考にしていただき、、20172017 年度に実施すべき記念となる事業についての御意見年度に実施すべき記念となる事業についての御意見・・アイアイ

デアを広く募集いたしますデアを広く募集いたします。。何かヒントになるような些細なことでも結構です何かヒントになるような些細なことでも結構です。。是非ともアイデアをお寄せください是非ともアイデアをお寄せください。。

99 月を目処に集約したいと考えています。月を目処に集約したいと考えています。FAXFAX 若しくはメールでお寄せください。若しくはメールでお寄せください。

http://k-nikkan.jp/wp-content/uploads/Book11.pdf
https://picasaweb.google.com/lh/myphotos


（寄稿）平成28年度 岸和田市立産業高校姉妹校交流記

平成28年度は、産業高校の姉妹校である漢江メディア高校へ生徒を派遣する年度となり、5月25日（水）～28日

（月）の日程で交流訪問してきました。

今年度より派遣生徒を２名増員していただき、全日制生徒８名、定時制生徒２名の計10名が4日間の充実した交

流を行いました。

初日の対面式での熱烈な歓迎から始まり、2日

目の漢江メディア高校での歓迎会や授業参加など

では、派遣生徒と漢江メディア高校の生徒達がま

るで旧知の友人のような雰囲気で、派遣生徒達の

表情も輝いていました。

3日目は、漢江メディア高校の先生が引率のも

とでホスト生徒達と一緒にソウル市内でフィール

ドワークを行い、楽しい1日を過ごしたようです。

今回の引率団は、全日制教員2名と定時制教員

1名、そして岸和田市からの随行1名というメン

バーでした。初日の歓迎夕食会では、永登浦国際交流親善協会並びに永

登浦区庁、漢江メディア高校の皆様から温かい歓迎を受け、引率団の4

名も岸和田市と永登浦区の姉妹都市関係を身近に感じることができ、出

席の皆様と良い交流ができたと感じています。

また、姉妹校である漢江メディア高校の先生方には、４日間本当にお世

話になりました。

最終日の漢江メディア高校でのお別れ会では、派遣生徒達は、胸にこ

み上げてくる想いを抑えられない様子でしたが、4日間の交流の深さが

その様子からもうかがえました。

※今回の派遣に際し、団長を務められた産業高等学校全日制教頭の西村先生より寄稿いただきました。

会費納入のお願いm(_ _)m

既に 110名を超す大勢の会員様に会費を納めていただいています。ありがとうございます。会費未納の会員様は、

個人会費 2,0002,0002,0002,000円、または法人会費 10,00010,00010,00010,000円をゆうちょ銀行にお振り込みいただきますようお願いいたします。

ゆうちょ銀行の振替口座やゆうちょ銀行以外の銀行からお振り込みいただく際の口座番号です。

郵便振替口座番号：００９６０－６－２６８１１ 口座名：岸和田市日本大韓民国親善協会

※ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方は、下記口座にＡＴＭからお振り込みいただくと手数料が無料になります。

ただし、必ず、会員のお名前の口座からお振り込みください。別名義の口座から振り込まれますと照合作業ができ

なくなります。

ゆうちょ銀行口座番号：１４１８０－８２１６２４６１ 口座名：岸和田市日本大韓民国親善協会

※ゆうちょ銀行以外の銀行からお振り込みいただく際は下記の口座番号になります。

【銀行名】ゆうちょ銀行【店名】四一八【店番】４１８【預金種目】普通預金【口座番号】８２１６２４６

【口座名】岸和田市日本大韓民国親善協会

事務局への連絡は下記にお願いいたします。

郵便物：下記住所は、郵便物の受け取りのみで事務局員は常駐しません。

〒596-0004 岸和田市荒木町1丁目17番1号 マドカホール内 岸和田市日本大韓民国親善協会

FAX ：０７２----３４４----５３５３（FAX専用番号 072から全ての番号を入力してください。）

E-mail：info＠k-nikkan.jp 又は kishi1jk@gmail.com URL:http://k-nikkan.jp/

mailto:kishi-jk@inter7.jp

