
岸和田市日本大韓民国親善協会

2015（平成 27）年度

定定 期期 総総 会会
（創立 15 周年記念総会）

と き 平成 27 年 6 月 5 日（金）午後 5 時～

ところ 岸和田グランドホール



次 第
第一部 総会 （６F クリスタルの間）

１ 開会

２ あいさつ

３ 来賓祝辞

４ 議事

① 平成 26 年度事業報告

② 平成 26 年度決算報告

③ 平成 26 年度監査報告

④ 平成 27 年度事業計画案

⑤ 平成 27 年度予算案

⑥ その他 役員について

５ 閉会

第二部 創立 15周年記念講演

「江戸時代の日韓交流－朝鮮通信使と岸和田藩」

講師：大阪観光大学名誉教授 中尾 清 先生

第三部 懇親会 （２F セレナードの間）

１ 開会

２ 会長あいさつ

３ 来賓あいさつ

４ 来賓紹介

５ 乾杯

６ 歓談

７ 閉会



２０１４（平成２６）年度　事業報告
（自）平成２６年４月１日～（至）平成２７年３月３１日

開催日 行　事　名 内　　　　　容 参加者数 開催場所

平成26年 役員会 役員改選について 中央公園

4月8日 管理事務所

4月30日 役員会 総会について 中央公園

理事及び役員候補について

5月20日 役員会 総会の案件・進行について 中央公園

6月6日 役員会・幹事会 総会の準備について 12 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ

6月13日 総会 平成25年度事業、決算報告 77 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ

平成26年度事業計画、予算審議

役員の改選について

来賓を迎えて懇親会

7月10日 役員会 総会総括、今後の運営について 12 中央公園

親善ゴルフコンペについて 管理事務所

8月22日 役員会・懇親会 韓国訪問・15周年等協議 17 長栄会館

9月22日 韓国訪問説明会 訪問日程及び注意事項の説明 9 中央公園

10月9日 総領事館パーティー 大韓民国建国記念パーティー 19 帝国ホテル

10/30～11/1 韓国訪問 慶州（雁鴨池・仏国寺・石窟庵・慶州古墳公園） 13 釜山・慶州方面

釜山（龍頭山公園・チャガルチ市場・国際市場）

11月7日 ゴルフコンペ 親善ゴルフコンペ 34 岸和田CC

12月3日 役員会 15周年の取り組みについて 10 ﾚｽﾄﾗﾝ日本

平成26年

1月5日 新年互礼会 新年あいさつ 18 浪切ホール

1月7日 新年表敬訪問 新年交流会・あいさつ 11 総領事館

1月13日 役員会・理事会 泉州国際市民マラソンの応援・ 26 五風荘

懇親会 歓迎会などについて

2月3日 送別会 領事送別昼食会 9 ﾚｽﾄﾗﾝ日本

2月13日 マラソン歓迎会 国際三団体による選手歓迎会 8 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ

2月15日 マラソン沿道応援 選手激励応援 8 市役所浜側

2月15日 マラソン選手慰労会 マラソン選手慰労・歓迎会 14 ﾚｽﾄﾗﾝ日本

2月26日 15周年記念実行委員会 15年の記録のまとめについて 10 ﾚｽﾄﾗﾝ日本

記念事業の取り組みについて

3月16日 役員会・15周年委員会 15周年記録整理・総会について 9 ﾏﾄﾞｶﾎｰﾙ



平成26年度　収支決算報告書

（自）平成26年4月1日～（至）平成27年3月31日

（収入の部）

項目 決算額（円） 備考

前期繰越金 167,668 

年　会　費 641,000 個人会費 126,000 63 × 2,000 43 

法人会費 280,000 28 × 10,000 15 

役員会費 95,000 19 × 5,000 17 

特別会費 140,000 7 × 20,000 5 

事業参加費 852,000 総会懇親会 482,000 68名

役員懇親会 261,000 2回41名

領事懇親会 45,000 9名

マラソン歓迎会 64,000 2回16名

寄附金 450,000 6回

補助金 279,000 

諸収入 0 

預金利子 82 

合計 2,389,750 



（支出の部）

項目
決算額（円）

備考
合計 内訳

事業費 1,433,578 

交流事業費 22,840 永登浦区韓日親善協会歓迎経費

169,000 韓国訪問補助（釜山・慶州方面）

懇親会 1,118,438 総会懇親会

泉州国際市民マラソン選手歓迎会

役員懇親会等 合計7回

分担金 30,000 団体会費等

交際費 93,300 記念品、手土産、慶弔等

会議費 137,386 

会場費等 137,386 総会・役員会、会場費・お茶代など

事務費 450,766 

印刷費 46,487 役員会資料・お知らせ版・名刺等

事務用品 76,861 用紙代・文具など消耗品

通信費 87,418 FAX、総会案内・お知らせ等郵送代金

事務局経費 240,000 事務局経費

合計 2,021,730 

収入決算額 2,389,750 預金残高（普通預金） 360,405 

支出決算額 2,021,730 現　　金 7,615 

次期繰越金 368,020 合　　計 368,020 





２０１５（平成27）年度　事業計画書

（自）平成２７年４月１日～（至）平成２８年３月３１日

開催日 行　事　名 内　　　　　容 開催場所

4月16･17日 永登浦区表敬訪問 韓日親善協会会長・区庁長 永登浦区

15周年記念実行委員会 15周年記録最終まとめ

4月20日 役員会合同会議 総会について、監事による監査 岸和田商工会議所

4月28日 役員会 総会会場打ち合わせ・資料確認 岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ

5月22日 役員会 総会の準備について 中央公園管理事務所

5月28日 役員会 総会進行確認・役割分担 中央公園管理事務所

5月27～ ﾊﾝｶﾞﾝﾒﾃﾞｨｱ高校
訪問団歓迎 岸和田市立産業高等学校

30日 岸和田市訪問団

6月5日 創立15周年記念総会 平成26年度事業、決算報告 岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ

新年度事業計画、予算案について

記念講演会・懇親会

7月 役員会 総会総括、今後の運営について 未定

親善ゴルフコンペについて

8月 役員会・懇親会 韓国訪問・15周年等協議 未定

9月 韓国訪問説明会 行程・注意事項等の説明 未定

10月29(木)～
31(土) 韓国訪問 永登浦区交流訪問（15周年記念） 永登浦区周辺

11月 ゴルフコンペ 親善ゴルフコンペ 岸和田CC

12月 役員会 マラソン等の打ち合わせ 未定

平成28年

1月 新年互礼会 新年あいさつ 浪切ホール

1月 新年表敬訪問 新年交流会・あいさつ 総領事館

1月 理事会・懇親会 泉州国際市民マラソンの応援・ 未定

歓迎会などについて

2月 マラソン歓迎会 国際三団体による歓迎会 未定

2月 マラソン沿道応援 沿道での選手激励応援 未定

2月 マラソン選手慰労会 マラソン選手慰労・歓迎会 未定

3月 役員会 総会について 未定

未定 15周年記念イベント
記念事業として総領事館文化院
等の協力を得て開催

未定

●創立15周年記念事業の一環としてホームページを開設いたします。

　 http://k-nikkan.jp/　

●本日以降、郵便の住所を下記に変更いたします。

　〒596-0004　岸和田市荒木町1丁目17番1号　マドカホール内



平成27年度　収支予算書
（自）平成27年4月1日～（至）平成28年3月31日

（収入の部）

項目 予算額（円） 備考

前期繰越金 368,020 

年　会　費 660,000 個人会費 140,000 2,000 × 70 

法人会費 300,000 10,000 × 30 

役員会費 100,000 5,000 × 20 

特別会費 120,000 20,000 × 6 

事業参加費 790,000 総会懇親会会費 490,000 7,000 × 70 

その他事業参加費 300,000 

寄附金・協賛金 600,000 600,000 

補助金 279,000 国際親善協会補助金 279,000 

諸収入 10,000 

預金利子 60 預金利子

合計 2,707,080 

（支出の部）

項目
予算額（円）

備考
合計 内訳

事業費 1,871,000 

交流事業費 150,000 マラソン選手歓迎会

岸和田市への招待者歓迎会など

15周年記念 400,000 講師・会場・広報宣伝費など

韓国訪問 200,000 

懇親会 1,000,000 

旅　費 1,000 

分担金 10,000 国際交流団体会費

交際費 110,000 記念品、手土産、慶弔等

会議費 155,000 

会場費 135,000 総会、役員会、理事会

会議費 20,000 

事務費 562,000 

広報費 76,000 ホームページ管理費（ﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ）

印刷費 30,000 資料印刷費他

消耗品費 50,000 コピー、インク代他

通信費 166,000 郵送費、ファックス等経費他

事務経費 240,000 事務局経費

積立金 100,000 100,000 記念事業積立金

予備費 19,080 19,080 

合計 2,707,080 



新年度役員体制の変更について

顧問 永野孝男（相談役から）

相談役 永野耕平（新）

副会長 上村義人（理事から）

副会長 山田幸夫（退任）

理事 三森勇作（新）


