
 

 

 

 

 

 

 

今年7月11日の総会で姉妹都市協会会長を辞し、

後任に吉川秀隆理事が選出されました。 

2010 年 7 月に故吉川謹司氏の後任として、会

長に選出された時に適任ではありませんが、2 期 4

年ならとお引き受けしました。この度勤務先の都合

で東京での業務が多くなることより、1 年前倒しで

吉川理事にお願いした次第です。 

会長、理事長職は、オーナー企業経営者が適任と

いうのが持論ですから最適の方にお引き受けいた

だいたと、非常に嬉しく感謝しております。 

私は学生時代、ヨーロッ

パを１ヶ月、150 人の学生

と共に旅行しました。書物

で学んだ歴史、芸術などと

実際に見聞きした事の印象

の強さの違いに驚き、以来

「Seeing is Believing」を

モットーにしています。 

2010 年からは、規模はまだ年に１人と小さいで

すが、サンパウロへの短期留学生派遣開始、2013

年よりサンパウロからの学生招待事業も始まりま

した。10 年後には 10 人以上の同窓会が開けます、

吉川秀隆会長よろしくお願い致します。 

最後になりましたが、これまでの会員の皆様の絶

大なるご協力に対しまして厚くお礼申し上げます。 

（岡田茂男） 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の総会にて会

長にご推挙いただきま

した吉川秀隆です。 

私はタカラベルモン

トの社長を務めており

ますが、弊社は 1972

年にブラジルに現地法人を設立いたしました。 

当時、ブラジルは経済成長国の中でも特に有望視

される国で、成長ざかりのブラジルは大きな夢をか

きたてられる市場であり国であり、日本からも多く

の企業が進出しておりました。今では、「BRICS」

と呼ばれる経済発展国に名を連ねており、来年はサ

ッカーワールドカップが開催されるなど世界の注

目を浴びる国になりました。弊社も現在、人材およ

び資本の投入を行い、あらためてブラジルでの事業

の拡大に取り組んでおります。 

当協会の活動としては、サンパウロ市への短期留

学生を派遣したほか、同市からの留学生受け入れの

サポートやサッカー教室などを行い、大阪市とサン

パウロ市の架け橋となり、大阪市とともに文化交流

を深めてまいりました。 

設立４５周年を来年に控え、こうした岡田前会長

の思いを引き継ぐとともに、会員の皆様とともに、

協会の活動を推進してまいりますので、今後とも変

わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

（吉川秀隆）  

岡田茂男前会長の辞任に伴い、吉川秀隆理事が新会長に就任しました。 

ようやく秋の気配を感じるようになってまいりました。会員の皆さまにおかれましては、ますますご健

勝のことと存じます。さて、本年度の総会では、事業報告・収支決算や事業計画・収支予算案等の議案と

ともに「会長の交代」が承認されましたので、ご報告いたします。 
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収入の部

科目 決算額 予算額 差引増減（△）

会費 706,000 605,000 101,000

補助金 402,000 0 402,000

参加料 34,000 0 34,000

雑収入 328 0 328

繰越金 2,941,942 2,941,942 0

計 4,084,270 3,546,942 537,328

支出の部

科目 決算額 予算額 差引増減（△）

会議費 92,423 35,000 57,423

旅費交通費 263,563 414,000 △ 150,437

通信運搬費 39,946 70,000 △ 30,054

消耗品費 171,624 20,000 151,624

地代家賃 139,548 300,000 △ 160,452

渉外費 18,400 18,400

印刷製本費 26,000 26,000

諸謝金 429,032 230,000 199,032

貸室使用料 69,200 70,000 △ 800

保険料 26,020 20,000 6,020

外注費 60,750 150,000 △ 89,250

広告宣伝費 105,000 105,000

研修費 17,650 17,650

アルバイト賃金 46,800 46,800

支払手数料 3,734 3,734

予備費 111,000 △ 111,000

小計 1,509,690 1,420,000 89,690

次年度繰越金 2,574,580 2,126,942 447,638

合計 4,084,270 3,546,942 537,328

平成２５年通常総会を開催しました。（7 月 11 日） 

■日時：平成２５年７月１１日 17:00～18:00 ■会場：タカラベルモント株式会社 ３階会議室 

■出席者数：正会員 37 名（うち委任状出席者 22 名）一般参加：11 名 

＊当日提案された議案・報告はすべて承認可決されました。 

 

平成 24 年度収支決算書 平成 25 年度収支予算書 平成 25 年度役員体制 

収入の部

科　　目 平成24年度実績 平成25年度予算

会費 706,000 750,000

繰越金 2,941,942 2,583,074

大阪市助成金 402,000 880,840

参加費 34,000 0

受取利息 328 300

合計 4,084,270 4,214,214

支出の部

科　　目 平成24年度実績 平成25年度予算

会議費 92,423 100,000

旅費交通費 263,563 524,880

通信費 39,946 34,000

消耗品費 171,624 170,000

地代家賃 139,548 120,000

渉外費 18,400 30,000

印刷費 26,000 96,900

諸謝金 429,032 635,000

貸室使用料 69,200 107,880

保険料 26,020 24,220

外注費 60,750 0

広告宣伝費 105,000 120,000

研修費 17,650 0

アルバイト賃金 46,800 148,800

支払手数料 3,734 5,000

小計 1,509,690 2,116,680

次年度繰越金 2,574,580 2,097,534

合計 4,084,270 4,214,214

報告事項 

理事・事務局長の辞任 田渕　進

新事務局長の選任 花畑　暢夫

大阪・サンパウロ姉妹都市協会を支えてくださる皆さまに、平成 24 年度の報告と 25 年度の計画をご

報告できましたこと、感謝いたします。 

昨年度は持続可能な新しい組織になるために、土台となる部分を固めてまいりました。また、事務局運

営を一層強化・充実させるために事務所の移転も完了いたしました。 

事業につきましては、昨年に引き続き、本年度も「大阪・サンパウロ姉妹都市青少年交流促進事業」と

して事業提案をし、大阪市より「大阪市姉妹都市交流推進事業補助金」の交付決定を受けました。既に事

業はスタートしておりますが、より充実した活動を展開するためにも、引き続き会員の皆さまのご支援・

ご協力をお願い申し上げます。 

事務局長 花畑 暢夫 

 

スピーチコンテストの優勝者「水島亜美さん」も参加 

会長 吉川秀隆
タカラベルモント(株)
会長兼社長

副会長 吉本祥生
(独)国立病院機構 兵庫
中央病院　名誉院長

理事 桜井悌司 関西外国語大学　教授

理事 林田雅至 大阪大学　教授

監事 三宅信史
(社)日本ブラジル中央
協会　理事



 

 

総会に続いてオ・セイリュウにおいて、会員懇親

会を行いました。（参加者：38 名） 

今年度のスピーチコンテストの優勝者でサンパ

ウロへの派遣留学生の水島亜美さんにも、総会に引

き続き参加願いました。「ブラジルの夕べ」ではブ

ラジル経験者からの素敵なお話がありました。岡田

前会長へは感謝の気持ちを込めて、花束贈呈を行い 

ました。本当に長い間、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

サンパウロ市国際局への表敬訪問や日本語教育

や日系文化関連の諸機関への訪問、弓場農場での滞

在や入植祭、盆踊りへの参加等、本当に充実した内

容でした。 

サンパウロ市国

際局では、大阪市長

からの親書をお渡

ししました。 

在サンパウロ総

領事館では、副領事

にご対応いただき、サンパウロ州立大学から 2 名の

国費留学生を創価大学に派遣するとのご報告を頂

きました。彼らは 9 月に来日する予定で、これから

連絡を取り合っていくことになりました。 

８月 19 日の夜に行われた送別会では、サンパウ

ロ姉妹都市委員会の皆様より記念の盾を頂きまし

た 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

た。高木ラウル会長、並びに花田ルイス様、ニッケ

イ新聞社の皆様には、本当にお世話になりました。

感謝の想いでいっぱいです。 

この派遣で学んだことをこれからどう活かして

いけるかがとても重要なことだと思っております。 

大阪・サンパウロ姉妹都市協会の会員の皆様を始

め関係者の皆さまへ感謝いたしますとともに、今後

ご期待に応えていけるよう、日々努力して参ります。 

水島亜美 

  

みんなワクワク！！ 

会員懇親会の模様 

今後ともご支援・ご協力をいただけるとのこと、心

強く感じています。 

最後はサンバショーと盛りだくさんの懇親会で、楽

しんでいただけたものと思います。また、このよう

な機会を企画したいと思います。（事務局） 

サンパウロ留学から無事帰国しました。 

サンパウロ派遣留学生の水島亜美さんは、約 1 ヶ月にわたるサンパウロ派遣から 8 月 21 日に無事帰国

しました。帰国報告会は 11 月に開催いたします。（次ページご参照） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あっぱり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度のサンパウロ派遣留学生の水島亜美さんの帰国報告会・会員懇親会を下記 

の通り開催いたします。会員の皆さまにおかれましては、何かとご多忙のことと 

存じますが、是非ともご出席いただきますようお願い申し上げます。 

 

■日時：201３年11月３０日（土）17:00～18:00  帰国報告会 

18:00～20:00  会員懇親会 

■場所：大阪凌霜クラブ 

〶530-0001 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル11階 

TEL：06-6345-1150 FAX：06-6345-1889 

（http://home.kobe-u.com/osaka/） 

■懇親会会費：3,000円 
 

※会員懇親会の場所については、追って決定の上別途お知らせいたします。 

平成 25 年度派遣留学生の帰国報告会・会員懇親会開催のご案内 

会員募集・継続のお願い 

会員の皆さま、いつもご支援いただきありがとうございます。本年度も多くの会員の皆さまにご継続い

ただき、まことにありがとうございます。 

皆さまの会費や寄付は活動資金として、当協会活動の活力となっています。 

会費納入がまだのかたは、恐縮ですが、下記あてにお振込をお願いいたします。 

個人会員：40名（会費：57口） 

法人会員：11社【五十音順・敬称略】 

エミレーツ航空㈱、(公財)大阪国際交流センター、ダイキン工業㈱、タカラベルモント㈱、 

武田薬品工業㈱、㈱竹中工務店、東洋紡㈱、日通旅行㈱、フジアルテ㈱、三井物産㈱、ヤンマー㈱ 
 

大阪・サンパウロ両市民の友好親善を図るために、ともに支えてくださる会員を募集しています。 

年 会 費 法人会員：50,000円  個人会員：3,000円 

銀行振込 三井住友銀行 大阪公務部 口座番号 1779 

口座名義 大阪・サンパウロ姉妹都市協会 

 

 

 

〠542-0083 

大阪市中央区東心斎橋 2-1-1 タカラベルモント㈱内 

TEL 06-7636-0562   FAX 06-6211-5972 

e-mail  os-sp.sisterc@amigo.zaq.jp 

HP：http://os-sp-sisterc.jimdo.com/ 

 

発行責任者：吉川 秀隆  編集：事務局 

 

 

編 集 後 記 
 

2020 年東京オリンピック・パラ

リンピックが決まりました。７年先

のことですが、経済効果を期待して

もう既に動きが始まっていますね。 

当協会も、これからイベントが多

くなります。来年は姉妹都市提携 45

周年の年でもあります。おもてなし
・ ・ ・ ・ ・

の心を大切に、事業展開をして参り

たいと思います。（T.K） 

大阪・サンパウロ姉妹都市協会 

http://home.kobe-u.com/osaka/
mailto:os-sp.sisterc@amigo.zaq.jp
http://os-sp-sisterc.jimdo.com/

