
関西日本ラトビア協会 第7回 総会 

平成 27年 6月 16日 
ホテルモントレ大阪 

 
 

 
 
 

【式次第】 
 

総 会 （17時 30分 開会）  
 

主催者挨拶   石橋民生理事長（在大阪ラトビア共和国名誉領事）  
事業報告    事務局 
監査報告    監事 
勲章授与    ノルマンス・ペンケ特命全権大使から東郷武前名誉領事へ 
        ラトビア共和国国家勲章「クロス・オブ・レコグニション」 

  謝  辞    東郷武前名誉領事 
講  演    ノルマンス・ペンケ特命全権大使 

 
懇親会  （１8時 30分 開宴）  
 

乾  杯      上野慶三・常務理事 
 
ギター演奏・歌   【ウナ・ヴォルコヴァさん】  
          ラトビア出身で2010 年に来日、北海道の東川町と神戸市に勤務し、ラトビアと

日本の交流活動に携わってこられました。現在は、神戸を拠点にジャズミュージ

シャンとして幅広く活動されています。 
          【ポール・コーンウォールさん】 

ニュージーランド生まれのギタリスト。2001年に来日、ジャズをはじめ色々なジ
ャンルの音楽ミュージシャンとして活躍されています。 

                

       【演目】 １．民族楽器クワクレの演奏で2つのダンス曲 
２．ライモンズ・パウエル作曲 "Ai, dundur dundur dun" 
３．オリジナル曲 "In My head  

ゲストの紹介・スピーチなど 
中 締 め   正司泰一郎・常務理事 
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【参加者氏名（敬称略）】 
【役員】                            

東郷 武 大和ハウス工業（株） 常任顧問 

石橋民生 大和ハウス工業（株） 代表取締役副社長   

上野慶三 リガウッドジャパン代表     

権藤眞禎 元 神戸市立王子動物園園長      

正司泰一郎 元 宝塚市長        

池田裕子  関西学院 学院史編纂室        

浅野敏行 （株）アサノ社長      

大辻伸幸 （株）伸和エージェンシー社長    

金井雅孝 大和ハウス工業（株）秘書室次長     

木村宗光 元 大和ハウス工業(株) 取締役     

小林正明 大和ハウス工業(株) 秘書室理事・室長   

竹村 肇 飯田グループ取締役相談役                                   

濱田諭稔 願成寺住職 

平越國和 （株）丸国林業社長 

藤本昌男 元 園田学園女子大学教授    

山原一晃 元（株）竹中工務店副社長                 

寺岡志郎 大阪日本ポルトガル協会                  

近久啓太 大和ハウス工業（株）CSR部長 

ダナ・アンティポヴァ 大和ハウス工業(株)  人事部             

 

【法人会員】 

入谷正明 朝日ウッドテック株式会社 

藤澤敏博・宮澄克久 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

大高幹裕 稲畑産業株式会社 

岩崎信一郎 株式会社岩崎貞三商店 

開原直也 株式会社インターネットイニシアティブ 

四木伸弘・上垣健一郎 エヌティティコミュニケーションズ株式会社 

水野哲博・中野一夫 株式会社構造計画研究所 

斎藤隆雄・半田宗宏 コマツリフト株式会社 

大林和幸 三京化成株式会社 

勝見 茂 サン美術印刷株式会社 

平田正道・鈴木達也 シャープ株式会社 

中平貴士 昇信化成株式会社 

山上智彦 株式会社伸明 

木谷昭次・加藤 博 大和ハウス工業株式会社 

 

ノルマンス・ペンケ ラトビア共和国特命全権大使  

松田高明 神戸市国際交流推進部部長 

豊島英明 神戸市国際交流推進部課長 

古賀映子 神戸市国際交流推進部係長 

加藤晴生 日本ラトビア音楽協会専務理事 

ウナ・ヴォルコヴァ 

ポール・コーンウオール 

 

【個人会員】 

 植村義昭    伊藤英雄    大國利雄 

 岡 美文     木下大洋    清水靖子 

田中立子     東郷久野    鳥尾二郎 

中西雄生    濱口公子    早川明弘 

桧垣光則    藤田千賀子   藤間良太郎 

堀田健二      堀田育子 

益田信行    宮本正明      桃井 猛 

安田 勝    山本耕司      吉岡孝子 

 

田坂吉平 スターネット株式会社 

井原功一朗・芳賀将宏 株式会社ゼンリン 

藤井知昭 大同生命保険株式会社 

篠田三郎・嶋田 晃 ダイドードリンコ株式会社 

今橋康徳 タカラスタンダード株式会社 

中西大介 チヨダウーテ株式会社 

島 正登・西田邦夫 株式会社デザインアーク 

藤川慎一郎・今村彰孝 株式会社東芝 

櫻井 孝 トランス・コスモス株式会社 

山崎祐樹 日新総合建材株式会社 

田島誠一 フクビ化学工業株式会社 

村田知宣 富士通株式会社 

松田直樹 株式会社富士通エフサス 

坂本直彦 株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー 
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平成 26年度 おもな事業  
日付 内容 

5月 14日 石橋民生氏が在大阪名誉領事に就任 
6月 22日 
6月 23日 

夏至祭を祝う会を開催（東郷会長宅にて） 
神戸市・リガ市姉妹都市締結 40 周年記念イベント（神戸市）に参加 

7月 1日 第 6回関西日本ラトビア協会理事会・総会を開催 
8月 29日 関西日本ラトビア協会会報（8号）を発行 
9月 1日～2日 神戸市・リガ市姉妹都市締結 40周年記念イベント（リガ市）に参加 
10月 14日 関西学院大学にて、ペンケ大使の講演会に参加 
11月 17日 ペンケ大使を迎え、関西日本ラトビア協会理事会・独立記念懇親会の開催 
1月 10日 
2月 19日 

新年会を開催（東郷会長宅にて） 
欧州議会議員サンドラ・カリニエテさんが来阪 

トピックス 
 

法人会員枠を新設し、108社に入会いただきました 
関西学院大学の交換留学生に奨学金の贈呈を行いました 
協会ホームページを開設しました 
在ラトビア日本大使館主催の日本語弁論大会へ賞品提供を開始しました 

 

【収支報告書】（平成 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日）（単位：円） 
 今年度 前年度 

前期繰越金 516,146 1,197,942 

年会費（個人） 
年会費（法人） 
総会等催事会費 
受取利息 

423,000 
6,800,000 

339,000 
456 

152,000 
 

514,400 
198 

 
収 
入 
 

合計 7,562,456 666,598 
総会等催事支出 
留学生への奨学金 
ホームページ制作費・管理運営費 
交際費 
会報印刷代 
事務通信費 
雑費 
振込み手数料 

1,286,732 
100,000 
525,312 
72,124 

159,840 
33,573 

169,417 
3,780 

1,022,117 
 

73,920 
23,087 

229,270 
 

 
支 
出 
 

合計 2,350,778 1,348,394 

次期繰越金 5,727,824 516,146 

収支報告書につきましては、監事・寺岡志郎氏、近久啓太氏により監査を受けて承認いただいております。 
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平成 27年度 事業計画案 
主な活動： 
①大使館サポート、ラトビア人留学生や社会人の皆様との交流活動 
②ラトビアからの留学生支援（奨学金の提供など） 
③月例ラトビアトークサロン 
 
主な行事予定： 
27年 6月 夏至祭懇親会 
      理事会・総会の開催 

9月 ラトビア産業視察団の派遣（8月 29日（土）～9月 3日（木）） 
11月 独立記念レセプション 

28年 1月 新年懇親会 
 
 

平成 27年度 収支予算（案）（平成27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日） 
                                 （単位：円） 

前期繰越金 5,727,824 
年会費（個人） 
年会費（法人） 
総会等催事会費 

150,000 
6,850,000 

900,000 

 
収 
入 
 合計 7,900,000 

総会等催事支出 
留学生への奨学金 
国際交流基金日本語研修・日本語弁論大会賞品（航空券等） 
会報印刷代・ホームページ管理運営費 
交際費 
事務通信費 
雑費・予備費 

1,200,000 
2,160,000 

550,000 
600,000 
70,000 
90,000 

300,000 

 
支 
出 
の 
部 

合計 4,970,000 

                         収支 2,930,000 

次期繰越金             8,657,824 
 


