第 11 回

アンコール日本人会

年次総会

議事録

日 時：2018 年 3 月 31 日（土）15:00-16:00
場 所：SIEM REAP BREWPUB
議事録：青山 穂高
1、会長の挨拶 山口 のり子
お忙しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。
アンコール日本人会創設 10 周年という節目の年を無事に終えることができ、ほっと
しております。本日はよろしくお願いいたします。
2、在シェムリアップ日本国領事館事務所

實取 直樹 所長

よりご挨拶

>在シェムリアップ日本国領事事務所について
http://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000091.html
2018 年 1 月 1 日開所。
（お正月休みがありましたので、正式には、2018 年 1 月 4 日業務開始）
場

所 : ソカシェムリアップリゾート敷地内

ソカパレスホテル 3F

執務時間 : 月-金 8:00-12:00, 13:30-17:15
(当面は午前のみ[アポイントを取ると午後も可])
※2018 年 1 月 27 日、ソカシェムリアップコンベンションセンターで、
開所式典を開催。
日本から中根一幸外務副大臣が出席されました。
取り扱い業務：在留届，戸籍・国籍事務，証明事務，邦人保護，在外選挙，
旅券事務（＊本邦にて作成するため約 2 ヶ月間ほど必要）
⇒当面、パスポート・査証業務はプノンペンでの手続きを推奨。
>シェムリアップに在住される方は、ぜひ在留届を登録してください。
3、議長の選出・承認
住谷 稔⇒拍手で承認されました。
4．定足数確認(会則第十二条)
出席者（議決権）13。委任状（議決権）33。
会員総数 77 名
2017 年度議決権数６２に対し、過半数により、総会の成立を確認しました。

副会長

5．行事活動実績報告

金子 伸行

月 1 回の定期役員会、月 1 回の交流イベントをしました。
中でも、最大規模のイベントである、盆踊りには９００人を超える方のご参加をいた
だきました。準備は大変でしたが、ぜひ、続けてほしいと思っています。町全体で協
力してもらいましょう。（別紙参照）
会計

6．決算報告

狐塚 芳明

※別途会計報告を参照。
詳細項目、領収書など会計関連の書面について閲覧可能です。
収入 9,711.82 ドル

（内、前年度繰越金

850.57 ドル）

支出 8,195.75 ドル
2017 年度

繰り越し金

1516.07 ドル

・盆踊りの協賛金が例年より多く集まった。
・交流イベントについて、参加者に参加費を負担してもらった。
上記の理由から、前年度より、多くの繰越金を残すことができた。
監査

7．監査報告

三輪 悟

仕事の関係で総会に出席できない為、ビデオで報告。
「2017 年 3 月 15 日（木）会計監査を行いました。2017 年度の会計処理が正しく行
われていること

を確認いたしました。」

⇒拍手で承認いたただきました。
8. 日本人会会則改訂
・

アンコール日本人会会則

改正案原案

※現会則（役員及び運営組織）
第八条

本会は、本会の目的と活動を遂行する為、役員のほかに名誉会長、
アドバイザーを置く。

1．名誉会長は、在カンボジア日本国特命全権大使とする。
2．アドバイザーは、在カンボジア日本国大使館領事とする。
3．役員は、会長 1 名、副会長 2 名、総務担当役員 2 名、会計担当役員 1 名、
広報・渉外担当役員 1 名とし、合計 7 名を基本とする。
4．原則、役員の任期は 1 ヵ年（4 月から翌年 3 月）とする。
但し、再任を妨げない。

※改正案（役員及び運営組織）
2．アドバイザーは、在カンボジア日本国大使館領事と、在シェムリアップ日本国
領事事務所所長の 2 名とする。
⇒拍手で承認。

9．新役員選出・信任
１）会長・中尾 健太⇒立候補⇒拍手で承認。
２）以下、新会長より選出。⇒拍手で承認。
副会長・浦野 貴行、栗原 亮太
総務・青山 穂高、大居 草介、木下 澪那
会計・上原 弥生
広報/渉外・井田 優
特別顧問 ・山口 のり子
３）監査・三輪 悟

⇒拍手で承認

10．旧役員から退任の挨拶
会長・山口 のり子
アンコール日本人会としては、10 周年の節目となる年でした。在住歴の短い自分に
会長職が務まるのか不安に思っておりましたが、多くのみなさまに支えていただ
き、無事に事故なく怪我無く、1 年間を終えられたことにほっとしております。特
に、イベントではたくさんのみなさまにご協力いただき、大変充実した 1 年を送る
ことができました。心から感謝しております。
11 年目、新しい役員による新しい会を一緒に盛り上げて行きたいと思っています。
副会長・金子 伸行
1 年間、ありがとうございました。いろいろな方と出会え、充実した 1 年でした。
大変なこともありましたが、みんなで力を合わせるとなんでもできると思います。
今後も、いつでもお手伝いしますので、新役員のみなさん、いつでも声をかけてく
ださい。
副会長・山勢 拓弥(不在の為、金子が代読)
一年間副会長を務めさせていただきました。

今年度は自分自身の事業が忙しく、ほとんど日本人会に関われませんでしたが、日
本人会のおかけで自分自身の課題が見つかりました。ありがとうございました。

総務・壇沙樹
1 年間、お世話になりました。日本に帰国することになりました。アンコール日本人
会の活動を通じて、仕事以外でのいろいろな方との出逢いをいただきました。感謝
しています。
総務・井上 千代美(不在の為、壇が代読)
3 月より仕事の拠点を暫くドイツに変えることになりまして、今期で退任させて頂く
事と、この旅の総会に出席する事が出来なく大変申し訳ございません。
又、昨年は急な病気により長期治療の為の帰国もあり、会員の皆様のお役に立て
ず、役員の皆様にもご迷惑をおかけしたことを大変申し訳なく思っております。
在住の皆様には大変お世話になり感謝しております。ありがとうございました。
今後の皆様の益々のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。
会計・狐塚 芳明
アンコール日本人会の立ち上げに携わり、初代会長として、4 年間、会長を務めさせ
ていただきました。その後、2 代目会長を 5 年間、鬼先生に努めていただき、今回、
会計として再び、役員職に戻った 1 年でした。2008 年、創設にあたっての趣意書の
中にに領事館設立という項目を掲げておりました。10 周年を迎えた年に、領事事務
所が開設したことに、感慨深い思いでおります。
新役員のみなさま、趣意書にある設立に関わった人たちの思いを継いでこれからも
アンコール日本人会の発展にご尽力いただきますようよろしくお願いいたします。
11．新役員からの挨拶
会長・中尾 健太
昨年、広報・渉外をさせていただきました。今年は、会長として頑張りますので、
みなさまのお力添えをよろしくお願いいたします。
副会長・浦野 貴行
SUNNY AUTO TRADING という車とドライバーを手配する会社を経営しておりま
す。在住歴は 1 年未満ですが、アンコール日本人会の活動を通して、地域のみなさま
と協力して、シェムリアップを盛り上げて行きたいと思っております。
副会長・栗原 亮太
縁うどんという飲食店と製麺業をしています。
副会長という立場で、しっかりと会長をサポートし、役員一同協力して、アンコール
日本人会の活動を盛り上げていきたいと思っております。

総務・青山 穂高
在住歴は 3 年半になります。今年は、役員として、在住者の方といろいろな活動に携
わりたいと思っています。よろしくお願いいたします。
総務・大居 草介
Sushi×Bar 心-Shin- で働いています。日ごろからたくさんの在住者のみなさまにお店
をご利用いただいております。今回は、役員をさせていただくことで、みなさまのお
役に立てたら幸せに思います。
総務・木下 澪那
日本語教師をしています。アンコール日本人会の活動を通して、もっと多くのみなさ
まとつながりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
会計・上原 弥生
この度、スパ部門スパ・クメールとショップ部門クル・クメールの GM になりまし
た。昨年、アンコール日本人会の総務を務めさせていただくことで、たくさんみな
さまにお目にかかることができ、自分自身の大きな成長につながったと思っていま
す。今年は会計として、頑張りますので、よろしくお願いいたします。
広報/渉外・井田 優
リボーンプログラムという旅行会社で働いています。いろいろな活動を頑張りたい
と思っておりますので、よろしくお願いいたします。
特別顧問・山口 のり子
新会長の組織した新役員のみなさまをしっかり下支えしていきたいと思っています。
引き続き、よろしくお願いいたします。
12．2018 年度会費納入

会計

上原 弥生

2018 年度の会費納入のお願いです。本日、入会受付、会費の納入受付をしておりま
す。近日中に、会費納入場所、入会受付のできる場所を決定し、改めてお知らせいた
します。

13．2018 年度行事活動予算案

新会長

中尾 健太

・今年は、交流イベントについては、少し回数を減らして、2 ヶ月に 1 回程度にし
たいと考えています。今後、新役員と相談します。
・新規会員を募って、年会費収入を増やしたいと思っています。

・盆踊りについては、昨年の収支を参考に、$4,000 程度の予算で考えています。実
行委員会を組織して、収支並びに運営について考えていきます。

※質疑応答は、1 件もありませんでした。16:00 閉会。

