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令和 3年度 運営報告  

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日 

 

1、俱楽部の沿革 

 

昭和 23年 4月 23日 社団法人として創立 

平成 25年 4月 1日  一般社団法人へ移行 

 

２、会員の状況 

 

期首 会員数 406名 総会議決権数 400（同一法人の複数会員登録を調整） 

期末 会員数 406名 総会議決権数 400 

 

３、会議の状況（当部関係） 

 

【会員総会＝第 83回通常総会】 

５. 31  第 83回通常総会 

            【報告事項】 

             ・令和 2年度 事業報告 

            【承認・決議事項】 

          ・令和 2年度 計算書類承認の件 

 

【理事会】 

５. 11  理事会   １、定時会員総会に提案する案件について 

            【報告事項】 

             ・令和 2年度運営報告及び「公益目的計画実施報告書」 

             ・新年度事業計画及び収支予算 

            【承認・決議事項】 

             ・令和 2年度計算書類承認の件 （監査報告） 

           ２、その他の審議事項 

・会員の入退会、登録変更及び指定代表者交代について 

  ・今後の事業開催について 

 

11.30    理事会      【報告事項】 

              ・令和 3年度上半期の運営事業報告 
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              ・代表理事の業務執行状況              

【審議事項】 

              ・上半期計算書類及び下半期の運営・予算執行について 

              ・会員の入退会、登録変更及び指定代表者交代について 

              ・今後の事業開催について 

３．15  理事会      【報告事項】 

              ・令和 3年度の運営事業報告 

              ・代表理事の業務執行状況 

              ・1階店舗「あみ乃や」業態変更について 

              【審議事項】 

              ・次年度事業計画案・予算案の審議 

              ・会員の入退会、登録変更及び指定代表者交代について 

              ・ビル玄関シャッター工事について 

              ・その他 

【監事会】 

４. 23  監事会      会計・決算 業務状況の監査 

 

【正副会長会、委員会】 

５. 11  正副会長会      5月 11日理事会に提案する案件について 

11. 16  正副会長会     11月 30日理事会に提案する案件について 

３．２  総務委員会    次年度事業計画及び予算案の策定 他 

３．８  正副会長会    3月 15日理事会に提案する案件について 

 

４、事業の経過、及びその成果 

                                 (円) 

事業別 事業収支・予定額 事業収支・決算額 

公益目的支出計画 5,538,000 4,462,223 

その他の事業 7,652,500 8,935,312 

法人管理費 △406,500 △969,725 

                                     (円) 

公益目的財産額 過年度支出累計額 当年度支出額 差引・翌期繰越額 達成率％ 

187,882,031 63,271,906 4,462,223 120,147,902 36.05% 

 

※年間支出計画額＝7,256,000円。9年経過時点の支出上回額＝2,430,129 

【公益目的支出計画＝①視察研修事業】 
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＜知識徳性の啓発、視野の拡大・教養の涵養などを目的に、視察研修会（国内日帰り研

修会 2回、国内外宿泊付研修会 1回）を実施する予定だったが、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、実施を見送った＞ 

 

【公益目的支出計画＝②講演講習及び文化国際力向上事業】 

 

＜講演講習を 11回実施し、幅広く知識・教養を学んだほか、その情報を機関紙及びホ

ームページで発信した。講師招聘には「継 3事業＝諸団体との連携支援事業」の推進も

寄与した＞ 

 

４．６   「心のケアの必要性と心理職の関わり」 

カウンセリング＆コンサルティングフロンティア 代表  小島 俊久氏 

４．20   「大和の薬よもやま話」       

 （一財）三光丸クスリ資料館   館長 浅見  潤 氏 

５．４  ゴールデンウイーク中につき休会いたしました 

５. 18  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休会いたしました。 

６. １   ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休会いたしました。 

６. 15   ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休会いたしました。  

７. ６  「大学から『行政と官僚』を考える」    

 追手門学院大学 経営学部 教授 百嶋 計 氏 

７．20  「60年代の国産スポーツカーの魅力とその俱楽部活動」 

        ～自己紹介時に、レクサスの米国導入時のエピソードも～ 

トヨタオールドカークラブ会長・トヨタスポーツ８００オーナーズ協議会 

代表・日本自動車博物館 顧問・日本自動車殿堂会員（イヤー賞選考委員）                         

杉山 泰成 氏 

８．３  納涼晩餐会 (於：奈良ホテル)       ゲスト：ウクレレ奏者 田中秦之介氏  

９. ７   ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休会いたしました。 

９. 21   ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休会いたしました。 

10．５   「いつもと違う」奈良マラソン2021について  

     奈良マラソン実行委員会事務局長（奈良県スポーツ振興課主幹）   

野田 泰彦 氏 

10. 19  「障害がある方とともに働く」～たくさんの学びを得た私～ 

            公立大学法人奈良県立医科大学法人企画部人事課 障害者雇
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用推進係障害者雇用推進マネージャー 岡山 弘美 氏 

11. ２ 「秘儀 春日若宮御造替」                       

春日大社 宮司 花山院 弘匡 師 

11. 16  「NHKの“現在地”～ネット時代の地域放送」 

 日本放送協会奈良放送局 局長    山下 徳子 氏 

12. ７  火曜午餐会・忘年の会   奈良フィルハーモニー管弦楽団    

フルート奏者 原 祐子  氏 

ピアニスト   岡野  弥生 氏 

12. 10  【観劇会＝文化啓発委員会】  京都南座 顔見世興行鑑賞 

                       参加者29名（会員15名、一般14名） 

１. 18 新春講談会          （企画：株式会社伝播堂、上方講談振興会）           

                   上方講談協会  講談師   旭堂 南京 氏 

                           講談師   旭堂 南歩  氏 

２．１ ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休会いたしました。 

２．15 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休会いたしました。 

３．１ ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休会いたしました。 

３．15 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休会いたしました。 

 

＜通年事業＞ 

［スマホ教室］    ＪＡＦ奈良支部・ＫＣＮの協力で開催する予定だったが。新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため、昨年に引き続き開催を見送っ

た。(令和元年度13名/1回) 

［ハングル勉強会］（中級）毎週月曜日13時30分から15時30分を定例に46回開催。(前

年度39回) 講師は陳效娥（ジン・ヨンア）さん。 

令和4年3月28日から、講師は李惠智（リ・ヘジ）さん。 

[中国語会話教室]  毎週月曜日の10時から12時を定例に、27回開催。(前年度24回) 

          講師は竹田治美（中国名＝周家平）さん。 
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【公益目的支出計画＝③諸団体との連携支援事業】 

 

＜当初計画通り、下記の関係諸団体・機関・社団・財団・NPO等との連携協調を推進し、

各団体の主催事業への参加や事業推進に協力するなど支援連携及び運営協力を行い、地

域の祭祀・イベント等の実施・PRに支援協力した。なお、事業の実施に要した費用は、

添付の損益計算（正味財産増減）内訳表に記載。＞ 

 

9．15 令和 4年名刺交換会について             於：奈良商工会議所 

    ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になりました。 

12．11 奈良ユネスコ協会絵画展 表彰式          於：はぐくみセンター 

12. 20  三重・奈良・大阪リニア中央新幹線建設促進大会 

    於：リーガロイヤルホテル → オンライン出席 

 

＜新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面審議で行われた会議＞ 

奈良県中小企業家同友会 総会  

近鉄奈良駅前交番連絡協議会  

リニア中央新幹線建設促進三重県・奈良県経済団体連合協議会 理事会 

京奈和自動車道建設促進奈良県民会議 理事会・総会  

奈良ユネスコ協会 総会  

奈良ユニセフ協会 役員会  

 

＜関係する諸機関、団体など＞ 

リニア中央新幹線建設促進奈良県期成同盟会 

リニア中央新幹線建設促進三重県・奈良県経済団体連合協議会 

京奈和自動車道建設促進奈良県民会議 

東海南海連絡道推進期成同盟会 

奈良県商工会議所連合会（奈良、大和高田、橿原、生駒） 

一般社団法人 奈良経済産業協会 

奈良経済同友会 

奈良県中小企業家同友会  

奈良ユネスコ協会、奈良県ユニセフ協会、奈良県囲碁協会 

公益社団法人 橿原経済倶楽部 

日本赤十字社、共同募金会（赤い羽根） 

更生保護法人 奈良県更生保護協会 
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公益財団法人 奈良県暴力団追放県民センター 

公益社団法人 なら犯罪被害者支援センター 

公益財団法人 奈良県防犯協会 

公益財団法人 奈良県緑化推進協会（緑の募金） 

一般財団法人 奈良県ビジターズビューロー 

公益社団法人 まちづくり国際交流センター 

一般財団法人 奈良市総合財団勤労者福祉サービスセンター 

一般財団法人 春日若宮おん祭保存会 

一般財団法人 奈良の鹿愛護会 

金曜会、近鉄奈良駅前交番連絡協議会 

社会福祉法人 奈良いのちの電話協会 

一般財団法人 奈良至誠会館、奈良県護国神社 

公益社団法人 奈良納税協会 

公益財団法人 奈良県ボーイスカウト振興会 

奈良新聞政経懇話会 

中核市奈良 21研究会 

一般社団法人なら文化交流機構 

公益社団法人現代奈良協会 

奈良フィルハーモニー管弦楽団、NPO法人音楽の森 

東大寺唯心会、法華寺友の会、奈良日米協会 

薪御能保存会、奈良マラソン、バンビシャス奈良 

奈良大学、奈良学園大学、天理大学 

奈良市東向商店街 

奈良市留学支援コンソーシアム 

特定非営利活動法人ハート・オブ・ゴールド 

「まほろばエコオフィス宣言」運動 

 

【共益その他の事業】 

R4.1.6 【五団体合同・新年名刺交換会】於：ホテル日航奈良 

＝新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になりました。 

 

「経済倶楽部親睦ゴルフコンペ」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を

見送りました。 

 

＜通年事業＞ 

  〔火曜午餐会〕   毎月第１、第３火曜日 12時 15分を定例に、当部５階会 
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            議室で開催。会食を共にし会員相互の親睦を温めるとともに、

情報交換や事業の計画、各種連絡事項の通知などを行った。 

 

〔定例講演会〕   火曜午餐会後は講演を聴き、各自の切磋琢磨につとめた。 

 

  〔囲碁道場〕    毎月の最終日曜日を除く土曜・日曜の午後に開催。会員の 

            みならず広く一般から同好の士が集い腕を磨いている。 

 

  〔エコーの会〕   会員相互の親睦連携を目的に、カラオケ同好会を会員有志 

            で結成。２カ月１度、第１土曜日に例会を開催。 

 

【会館運営事業】 

8. 23  地蔵祭り、会館テナント会議開催 

 

＜経済会館入居テナント＞ 

１階 クラフトビール YAMATO、うなぎのねどこ えどがわ 

２階 月日亭 

３階 打谷閻魔大王サロン 

   東大寺唯心会 

   特定非営利活動法人 全国盲老人福祉施設連絡協議会 

   国際ソロプチミスト奈良 

   おおみね法律事務所 

   奈良県臨床心理士会 

   ㈱近鉄リテーリング（GOTO‐CHI） 

   ㈱近鉄リテーリング（クラフトビール YAMATO） 

４階 公益社団法人なら犯罪被害者支援センター 

   奈良県印刷工業組合 

   黄梅舎 

   日本貸金業協会奈良県支部 

   奈良県私立幼稚園連合会・奈良県私立幼稚園 PTA連合会 

   奈良県中小企業家同友会 

 

  会館３階、４階、５階会議室                     (回数)            

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

42 50 37 53 38 34 59 61 42 42 37 35 530 

（前年同期 452回) 
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【広告・広報】 

・法令による広告事項は、経済会館１階に掲示した他、当部ホームページに掲載。 

 

・会報「俱楽部」誌を年 12回（月１回）発行 

 

 

５、過年度の財産及び損益の状況 

 

区分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 
令和 3 年度 

（当該年度） 

経常収益 12,940,383 4,072,424 3,393,796 6,195,126 4,534,664 

当期経常増減額 9,387,583 3,434,924 2,578,996 4,705,426 3,503,364 

正味財産期末残高 21,287,648 24,913,748 27,492,744 32,198,170 35,701,534 

 


