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日 時  平成 30年４月 22日（日）午後 1時 30分 

場 所  狛江市防災センター３０２・３０３ 

  



総 会 次 第 

■開会挨拶 

  狛江市国際交流協会 会長 吉野 琢也 

■名誉会長挨拶 

  狛江市国際交流協会名誉会長 狛江市長 高橋 都彦 

■議長選出 

■議事＜議題＞ 

第１号議案  平成 29年度事業活動経過報告 

第２号議案  平成 29年度事業収支決算報告 

第３号議案  平成 29年度収支監査報告 

第４号議案  平成 30度事業計画（案） 

第５号議案  平成 30度事業収支計画（案） 

第６号議案  理事（役員）の選任（案） 

■その他 

■講評 

  狛江市企画財政部政策室 室長 田部井 則人 

■閉会挨拶 

  狛江市国際交流協会 理事  

 



 

第１号議案 

 

平成 29年度事業活動経過報告 

 

■総会（第 22回） 

 日時：４月２３日（日） 

 場所：狛江市防災センター３０２・３０３ 

 

■理事会（10回） 

 日時：原則、隔月（偶数月）の第２水曜日に開催、臨時開催 

第 1回 5/10、第 2回 6/7、第 3回 7/26、第 4回 9/6、第 5回 10/11、臨時:10/22

（市民まつりの件）、第 6回 11/8、第 7回 12/6、第 8回 1/17、第 9回 3/7 

 

■ＫＩＦＡたより発行（第７７～８０号） 

  日時：年４回（７・１０・１・３月） 

  主な発行先：ホームページでの電子版公開及び市内公共施設での配布 

 

■広報関係 

ＰＲ推進：ホームページ/Facebook管理運用 

プレスリリース配信、全国ニュース及び地域情報番組への出稿など 

 

■いかだレース、ＢＢＱ（こまぐりっしゅ café in多摩川） 

 日時：７月１６日   参加人数：３３人（うち外国人参加人数１２人） 

 

■日本の夏を知ろう＆浴衣で盆踊り体験 

 日時：８月５日    参加人数：２３人（うち外国人参加人数１１人） 

 

■狛江市民まつり出店 

 日時：１１月１２日 

 参加人数：会員 11名 

来店者：商品販売数＝盛り合わせ約 150、単品約 80、ドリンク約 80、計 310 

 

■国際交流サロン（ブラジル） 

 日時：１１月１８日 

 参加人数：１８人（うち外国人参加人数２人） 講師・事務局含め全２３人 

 

■ニューイヤーパーティ２０１８ 

 日時：１月２８日 

 参加人数：８９人（うち外国人参加人数２８人） 

 

■英会話サロン「こまぐりっしゅ café」 

 日時：毎月第一土曜日（４～３月） 

 参加人数（延べ）：２０３人（うち外国人参加人数３２人）  

 

＜事業参加人数延べ ６９２人（市民まつり来店者除き３８２名）＞ 



第２号議案

単位：円
区分 明細 総合計

収入
1 前期繰越金 62,732
2 会費 個人会員56人（外国人4名、学生1名含） 110,500

団体会員　 0
3 補助金 狛江市補助金 380,000
4 事業収入
いかだレース、BBQ 参加費 43,000
日本文化体験、盆踊り 寄付（祝い金） 10,000
狛江市民まつり 出店協力者からの参加費 6,655
国際交流サロン 参加費 8,200
英会話サロン 参加費（こまぐりっしゅcafé） 89,500
New Year Party 参加費 54,000
日本語スピーチ大会 協賛金 0

5 雑収入 保険料還付金 0
預金利子 2

Ⅰ　収入合計（1～5） 764,589
支出

1　事務費
事務費 ①イベント保険（昨年度の保険追徴金含む） 6,000

 　H28年度の保険（確定精算による追徴） 1,915
②東京国際交流団体連絡会議 10,000
③第22回 総会費 5,304
④備品購入（着物の紐、衣装ケース等） 9,382
⑤銀行手数料（108円x6回） 648

事務局関係合計（①～⑤） 33,249
2　国際交流事業

①広報関係 KIFAたより電子化と発行 18,846
SNS、メディア等によるPR促進、新SNS試行 35,427
KIFAホームページの運用・広報 60,000

②国際理解関係 日本語スピーチ大会 4,010
③市民交流関係 いかだレース、BBQ 85,818

日本文化の体験・盆踊り 39,814
狛江市民まつり出店費 22,944
New Year Party 2017 202,504
国際交流サロン 16,713

④その他 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ応援事業 -
英会話サロン（こまぐりっしゅcafé） 123,564

事業関係合計（①～④） 609,640
3　次年度繰り越し会費

次年度繰越し会費（先払い２名分） 8,000
Ⅱ　支出合計（1～3） 650,889
Ⅲ　次期繰越金 113,700
Ⅳ　支出合計（Ⅱ＋Ⅲ） 764,589

平成２９年度事業収支報告





 

第４号議案 

 

平成 30年度事業計画（案） 

 

 当協会は、会則に規定する「協会は、狛江市民による国際交流を推進して、国

際相互理解と国際親善に寄与し、世界平和の確立に貢献することを目的とする。」

との理念の下、理事会において事業効率や効果を高めるといった視点から各事

業等について検討を行い、その目的の達成に向かって実施しています。 

 今年度にて当協会は創立２３周年を迎えます。昨年度に引き続き事業の見直

し等を行い、昨年度から加わった活動及び新しい活動の継続的な実施に取り組

みます。 

 以下に、今年度当協会が実施する事業を記載いたしますが、当協会の活動が今

後発展的に継続し、国際交流の推進につながるよう、理事及び会員のご理解をい

ただきながら諸活動に取り組んで参りますので、一層のご協力をいただきます

よう宜しくお願い致します。 

 

【平成３０年度事業】 

 １.広報関係 

■ＫＩＦＡたより発行   年４回（カラー） 

■協会のＰＲ推進（ＳＮＳ活用等）  通年 

■ホームページの管理運用      通年 

■KIFA EXPRESS発刊（メール配信）       通年 

 

 ２.国際理解関係 

  ■日本語スピーチ大会     1～2月 

   

 ３.市民交流関係 

     ■多摩川いかだレースとバーベキュー     7月中旬  

     ■日本の夏を知ろう＆浴衣で盆踊り体験  8月上旬 

 ■花火大会参加（８月８日）       年１回 

■狛江市民まつり出店   11月中旬 

  ■ニューイヤーパーティ     １月 

  ■国際交流サロン    年１回 

     ■英会話サロン「こまぐりっしゅ café」   毎月 1回 

     ■会員交流会    年１回 

     ■生け花                年１回 

 

 ４．その他 

  ■外国人相談への対応等   通年 

     ■東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ応援事業  通年 



5号議案

単位：円
区分 明細 総合計

収入
1 前期繰越金 113,700    
2 会費 個人会員　50人 100,000    

団体会員　 -          
3 補助金 狛江市補助金 380,000    
4 市民まつり 出店手数料 5,000      
5 ニューイヤーパーティ 参加費 50,000     
6 国際交流サロン 参加費 8,000      
7 こまぐりっしゅcafé 参加費 80,000     
8 日本語スピーチ大会 協賛金 10,000     
9 寄付金 寄付金 10,000     
10 雑収入 預金利子、保険料還付金等 -          

収入合計（１～５）入合計（１～6） 756,700    
支出

1　事務費
事務費 ①イベント保険 7,000      

②東京国際交流団体連絡会議 10,000     
③総会費 5,000      
④事務通信費他 8,700      

事務局関係合計（①～④） 30,700     
2　国際交流事業

①広報関係 KIFAたより発行 16,000     
KIFAホームページの管理運用 60,000     
ＳＮＳ、事務通信費他 50,000     

②国際理解関係 日本語スピーチ大会 100,000    

③市民交流関係 多摩川いかだレース、BBQ実施 150,000    
日本の夏を知ろう＆浴衣で盆踊り体験 100,000    
花火大会参加 10,000     
狛江市民まつり出店 30,000     
ニューイヤーパーティ 100,000    
国際交流サロン 15,000     
英会話（こまぐりっしゅcafé） 15,000     
会員交流会 20,000     
生け花 20,000     

④その他 外国人相談への対応 10,000     
東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ応援事業 10,000     

事業関係合計（①～④） 706,000    
3　予備費 20,000     

Ⅰ　支出合計（１～３） 756,700    

平成２９年度事業収支計画（案）



 

第６号議案 

 

理事の選任（案） 

 

平成 29年度 平成 30年度（案） 

理事／会長 吉野 琢也 理事／会長  

理事／副会長 太田 裕造 理事／副会長  

理事／事務局長 中村 雅史 理事／事務局長  

理事／会計 吉野 琢也（兼） 理事／会計  

理 事 金子 和枝 理 事  

理 事 好広 修三 理 事  

理 事  理 事  

理 事  理 事  

理 事  理 事  

監 事 勝瀬 澄子 監 事  

監 事 山口 正隆 監 事  

 


