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第１号議案 

平成２７年度事業報告 

 

 

派遣生：嶋村知恵さん（浜松医科大学付属病院） 

 

（１）派遣スケジュール 

８月２４日（月） 関西空港 発 ２5日（水） サンパウロ着 

          ニッケイ新聞・サンパウロ新聞訪問 

          サンパウロ市議会議員表敬訪問 

          ブラジル日本移民資料館見学 

          サンパウロ大学病院、伯友好病院 

          ＵＳＰ病院、サンタクルス病院などを見学 

          リオデジャネイロ訪問 

９月８日（火） サンパウロ発 ９日（水） 関西空港 着  

 

（２）帰国報告会 

日時：１１月 21日（金）  １９：1０～１９：3０ 帰国報告会 

                 １９：3０～２1：００ 会員懇親会 

会場：グランフロント ナレッジサロン 

参加者：15名 

 

看護師として働いていることから大学病院をはじめ公立の病院をいくつも訪問し見学したとのこと。

初めてのブラジル訪問で素晴らしい体験が出来たと報告されました。 

 

 

 

日 時：平成２８年２月２１日（日） 

１４：００～１６：００（スピーチコンテスト） 

１６：００～（懇親会） 

場 所：タカラベルモント㈱ ＴＢホール 

出場者：４名（応募者：５名）  

参加者・関係者総数：約２５名 

 

応募者５名の中から作文提出を経て４名が出場。４名の審査員による厳正な審査の結果、大

阪・サンパウロ姉妹都市協会長賞、大阪市長賞の２名が選出されました。協会長賞入賞者には、

エミレーツ航空から航空券が授与されました。２８年の夏に親善大使として、サンパウロに派遣され

ます。 

サンパウロへの留学生派遣 

第６回ポルトガル語スピーチコンテスト 「平成２７年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助対象事業」 

「平成２７年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助対象事業」 
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・大阪・サンパウロ姉妹都市協会長賞 

 大嶋敦志 さん （（有）タス・リスクマネージメント） 

・大阪市長賞 

 川島大典 さん （京都外国語大学） 

 
 

 

受入留学生：「大貫純」さん（学生 21歳・日系３世） 

ブラジル日本語センターで行われたスピーチコンテストの優秀者 

（主なスケジュール） 

3月 1２日 神戸移民資料館訪問  

3月 13日～18日 市内施設スタディーツアー 

  （16日 大阪市表敬訪問 

  18日 大阪・サンパウロ姉妹都市協会訪問） 

3月 19日～21日 東京等訪問 

3月 22日～24日 市内施設スタディーツアー 

3月 25日 帰国 

 

サンパウロ市で開催された日本語弁論大会で優秀な成績をおさめた大学生が

来阪、大阪市やオオサカシ学校と姉妹校である田辺小学校を表敬訪問し

ました。 

さらに大阪市内の下水処理施設をはじめとする環境関連施設や観光施設の見学などをボラ

ンティアとともに実施。篠笛体験や着物の着付体験などを通じて日本の文化を体感いただ

きました。 

 

 

 

日 時：平成２７年３月 27日（日） 

１3：３０～１7：００ 

場 所：井高野フットサル場（大阪市東淀川区） 

参加者：約４０名 

（１部：低学年、２部：高学年） 

協 力:コリンチャンスジャパン   

後  援：テレビ大阪サービス 

 

昨年に引き続きサンパウロを本拠地とするプロのフットサルチーム、コリンチャンスの日本支部のコ

ーチによる指導を実施。１部を低学年向け、２部を高学年向けとし、技術や体力にあわせた指導

やミニゲームを実施した。 

サンパウロからの留学生受け入れ 

ホストファミリーの皆さまと一緒に 

 

フットサル教室 「平成２７年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助対象事業」 

「平成２７年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助対象事業」 
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（１）情報提供 

・ホームページ  随時更新 

 

 

（２）総会開催 

 

実施日 種類 内  容 

７月 24日（水） 通常総会 第１号議案  平成２6年度事業報告の承認について 

第２号議案  平成２6年度収支決算報告および監査報告の承認について 

第３号議案  平成２7年度事業計画（案）の承認について 

第４号議案  平成２7年度収支予算（案）の承認について 

 

（３）理事会開催 

 

実施日 回数 内  容 

７月２４日（金） 第１回 第１号議案  平成２7年度通常総会の議事について 

11月 21日（金） 第２回 第１号議案  スピーチコンテストの実施について 

２月 21日（日） 第３回 第１号議案  サンパウロからの受け入れ留学生について 

第２号議案  フットサル教室について 

 

（４）役員名簿（平成２８年３月３１日現在） 

役員 氏名 所  属 

名誉会長 吉村 洋文 大阪市長 

理事（会長） 吉川 秀隆 タカラベルモント株式会社 代表取締役会長兼社長 

理 事 桜井 悌司 一般社団法人日本ブラジル中央協会 常務理事 

理 事 林田 雅至 大阪大学 教授 

理 事 吉川 寿子 株式会社オ・セイリュウ 代表取締役 

理 事 林 渉 タカラベルモント株式会社 顧問（元チリ大使） 

監 事 三宅 信史 一般社団法人日本ブラジル中央協会 常務理事 

監 事 荒堀 立夫 （元）公益財団法人大阪国際交流センター情報企画部長 

事務局長 花畑 暢夫 タカラベルモント株式会社 執行役員 

組 織 運 営 
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第２号議案        平成２７年度収支決算報告及び監査報告 
大阪・サンパウロ姉妹都市協会 平成 2７年度収支決算書 

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）  

 収入の部    （円） 

  科目 決算額 予算額 
差引増減

（△） 
摘要 

  会費 425,000 650,000 △225,000 法人 7口・個人 23 口 

  補助金 552,000 780,000 △228,000 大阪市補助金 

  参加料 108,000 150,000 △42,000 総会・帰国報告会・留学生歓迎会参加費等 

  雑収入 242 350 △108 受取利息 

  繰越金 1,537,316 1,537,316 0 前年度からの繰越金 

  計 2,622,558 3,117,666 △495,108   

 支出の部    （円） 

  科目 決算額 予算額 
差引増減

（△） 
摘要 

  会議費 196,300 280,000 △83,700 H27年度総会・帰国報告会・留学生歓迎会等 

  旅費交通費 377,300 511,000 △133,700 派遣留学生、受入留学生交通費・滞在費他 

  通信運搬費 21,315 18,000 3,315 会費請求書等事務連絡、スピコン案内他 

  消耗品費 111,002 90,000 21,002 スピコン、フットサル教室等実施にかかる消耗品 

  地代家賃 240,000 240,000 0 事務所家賃 （26年度、27 年度分） 

  渉外費 0 0 0   

  印刷製本費 1,304 35,000 △ 33,696 総会資料、ﾆｭｰｽﾚﾀｰ、ｽﾋﾟｺﾝ案内他 

  諸謝金 374,592 460,000 △85,408 スピコン、フットサル教室、受入留学生等謝礼金 

  貸室使用料 111,768 149,000 △37,232 スピコン他交流会等の会場費 

  保険料 36,414 45,000 △ 8,586 派遣留学生、フットサル教室 

  広告宣伝費 97,200 100,000 △ 2,800 フットサル教室 読売新聞広告料 

  研修費 14,000 18,000 △ 4,000 派遣留学生現地研修費 

  アルバイト賃金 32,000 36,000 △ 26,960 受入留学生の日程調整、ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰとの調整等 

  支払手数料 2,796 4,000 △ 1,204 振込手数料 

  小計 1,615,991 1,986,000 △ 370,009   

  次年度繰越金 1,006,567 1,131,666 △125,009   

  合計 2,622,558 3,117,666 △495,108   

      

 平成 2７年度 大阪・サンパウロ姉妹都市協会決算を審査したところ、正当なものと認めます。 

 平成 2８年 8月 25日 監 事 三宅 信史 

   監 事 荒堀 立夫 
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平成 27 年度 大阪・サンパウロ姉妹都市協会 事業費明細 

 

勘定科目 派遣留学生 受入留学生 ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 

 

ｻｯｶｰ教室 管理費 

 

合計 

 

会議費 43,750 34,140 34,235   84,175 196,300 

旅費交通費 46,440 305,940 16,920   8,000 377,300 

通信運搬費 3,145 902 4,566 1,500 11,202 21,315 

消耗品費   11,174 41,616 48,492 9,720 111,002 

地代家賃         240,000 240,000 

印刷製本費       1,304   1,304 

諸謝金 105,000 34,592 85,000 150,000   374,592 

貸室使用料   15,000 96,768     111,768 

保険料 20,830     15,584   36,414 

広告宣伝費       97,200   97,200 

研修費 14,000         14,000 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ賃金   32,000       32,000 

支払手数料 648 420 648 432 648 2,796 

合計 233,813 434,168 279,753 314,512 353,745 1,615,991 

 

 

 

 

 

 

 

 


